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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 5,024 △4.6 966 6.4 885 4.7 521 4.6
21年3月期第1四半期 5,265 ― 908 ― 845 ― 498 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 9.48 ―

21年3月期第1四半期 9.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 62,162 23,075 37.1 419.48
21年3月期 62,587 22,441 35.9 407.93

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  23,075百万円 21年3月期  22,441百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

10,167 △1.0 1,454 △4.8 1,274 △7.9 742 0.5 13.49

通期 20,154 △0.1 2,389 2.3 2,161 △2.6 1,344 △1.4 24.44
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、4ペ－ジ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 55,116,142株 21年3月期  55,116,142株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  105,596株 21年3月期  103,701株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 55,011,365株 21年3月期第1四半期 55,032,919株
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 当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費が低迷するとともに民間設備投資の減少や雇用情勢

の急速な悪化など、景気は依然として低調なまま推移いたしました。 

 このような状況のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、安全管理体制のさらなる

充実、コンプライアンス及びリスク管理の徹底に注力しつつ、引き続き全事業において積極的な営業活動を展開す

るとともに経営基盤の強化並びに効率化に努めました。さらにお客様第一主義による「ＢＭＫ（ベストマナ－向

上）推進運動」に継続して取り組み、より良質なサ－ビスを提供すべく精励しております。 

 その結果、営業収益は5,024百万円 (前年同期比4.6％減 241百万円)、営業利益は966百万円 (前年同期比6.4％

増 58百万円)、経常利益は885百万円 (前年同期比4.7％増 40百万円)、四半期純利益は521百万円(前年同期比

4.6％増 22百万円)となりました。 

 これを事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

運輸業 

 鉄道事業では、旅客サ－ビスにかかる一層の向上策といたしまして、車両１編成に自動放送装置を設置いた

しましたのをはじめ、さらなる接遇サ－ビスの向上を図るため、引き続き外部講師による駅係員の接客向上研

修を実施いたしましたほか、乗務員の案内放送研修を行いました。                    

 安全輸送確保の取り組みといたしましては、踏切遮断機更新工事を８箇所13基、閉塞信号設備耐雷化工事を

10基行いました。 

 鎌ヶ谷市内の連続立体交差化工事につきましては、引き続き完成に向けて工事をすすめております。 

 営業面につきましては、旅客誘致並びに増収対策として「新京成沿線健康ハイキング」及び「松戸へ行こ

う！トクトクキャンペ－ン」スタンプラリ－を実施いたしましたのをはじめ、ハイキングコ－スを掲載したパ

ンフレットの配布やディズニ－リゾ－ト他行楽施設の前売券の発売、沿線催事等を紹介するポスタ－の掲出な

どを行いました。 

 バス事業の一般乗合輸送につきましては、高齢者や車椅子を使用されるお客様に配慮し、大型ワンステップ

バス３両を代替いたしました。 

 旅客サ－ビスにかかる一層の向上策につきましては、松戸新京成バス株式会社の小金原団地線において利便

性の向上及び効率的な輸送を図るためダイヤ改正を実施いたしましたほか、さらなる接遇サ－ビスの向上を図

るため、引き続き外部講師による研修を実施いたしました。 

 営業面につきましては、旅客誘致並びに増収に向けた継続施策として、幅広い年齢層の利用を促進するため

新京成グル－プバス３社共通または京成グル－プバスの各社も利用可能な特殊割引定期券を各種発売しました

ほか、船橋新京成バス株式会社及び習志野新京成バス株式会社においては近距離需要を喚起すべく、引き続き

「１００円（ワンコイン）運賃」を実施いたしました。 

 特定輸送につきましては、船橋新京成バス株式会社が新たに企業の従業員輸送を受注し、安定収入の確保に

努めました。 

 以上の結果、営業収益は4,015百万円(前年同期比1.8％減 74百万円)、営業利益は568百万円(前年同期比

25.4％増 115百万円)となりました。 

不動産業 

 不動産賃貸業では、空室へのテナント誘致を積極的に行い物件稼働率の向上に努めました。 

 また、津田沼１２番街ビルの空調熱源機整備工事など賃貸施設の保全工事を行いました。 

 以上の結果、営業収益は社有地の売却が減少いたしましたこともあり789百万円(前年同期比15.8％減 147百

万円)、営業利益は386百万円(前年同期比12.3％減 54百万円)となりました。 

その他の事業 

 駅売店業につきましては、新聞・雑誌などの販売の減少傾向が継続しており、厳しい経営環境の中での営業

活動となりました。 

 以上の結果、営業収益は252百万円(前年同期比7.6％減 20百万円)、営業利益は3百万円(前年同期比48.3％

減 3百万円)となりました。  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報
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 当第1四半期連結会計期間末における総資産は、建設仮勘定、投資有価証券の増加等がありましたものの、減価

償却による減少等により前連結会計年度末に比べ425百万円（前期比0.7％減）減少し、62,162百万円となりまし

た。 

 負債は、前受金、長期借入金の増加等がありましたものの、未払金、買掛金の減少等により、前連結会計年度末

に比べ1,060百万円（前期比2.6％減）減少し、39,086百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金、その他有価証券評価差額金の増加等により前連結会計年度末に比べ634百万円（前期比

2.8％増）増加し、23,075百万円となりました。  

  

キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、短期借入金の増加や長期

借入れによる収入の増加等があったものの、有形固定資産の取得による支出の増加等があったことにより、前第１

四半期連結会計期間末に比べ529百万円(前年同期比 15.7％減)減少し、当第１四半期連結会計期間末は2,849百万

円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は1,501百万円(前年同期比 17.7％減)となりました。  

 これは主に税金等調整前四半期純利益885百万円及び減価償却費820百万円が計上されたこと等によるものであり

ます。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は2,650百万円(前年同期比 52.7％増)となりました。 

 これは主に工事負担金等受入による収入が1,684百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出が4,306百

万円と大きかったこと等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は1,214百万円(前年同期比 120.4％増)となりました。 

 これは主に長期借入金の返済による支出が869百万円あったものの、長期借入れによる収入が1,800百万円及び短

期借入金の増加が400百万円あったこと等によるものであります。 

  

 第1四半期の業績は概ね順調に推移しており、平成21年５月11日に公表いたしました第2四半期連結累計期間及

び通期の連結業績予想に変更はございません。    

  

 該当事項はありません。  

  

 簡便な会計処理 

  固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,849,372 2,783,947

売掛金 778,545 842,225

商品及び製品 39,590 41,990

分譲土地建物 2,984,241 2,984,241

原材料及び貯蔵品 219,681 198,455

繰延税金資産 467,726 320,984

その他 120,166 467,620

流動資産合計 7,459,325 7,639,464

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 22,048,534 22,355,738

機械装置及び運搬具（純額） 5,238,778 5,492,363

土地 9,508,628 9,508,628

建設仮勘定 11,667,855 11,335,565

その他（純額） 1,379,157 1,509,718

有形固定資産合計 49,842,955 50,202,014

無形固定資産   

その他 379,923 407,696

無形固定資産合計 379,923 407,696

投資その他の資産   

投資有価証券 3,914,964 3,595,706

繰延税金資産 140,954 272,510

その他 423,898 470,221

投資その他の資産合計 4,479,817 4,338,437

固定資産合計 54,702,696 54,948,149

資産合計 62,162,021 62,587,613

負債の部   

流動負債   

買掛金 519,903 1,167,293

短期借入金 5,078,970 4,667,670

未払金 252,705 4,390,828

未払法人税等 567,844 508,613

前受金 10,309,316 8,633,877

賞与引当金 829,938 491,663

役員賞与引当金 4,800 22,100

その他 2,396,108 1,973,623

流動負債合計 19,959,587 21,855,669
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 14,032,085 13,112,835

退職給付引当金 2,410,289 2,446,457

その他 2,684,300 2,731,299

固定負債合計 19,126,674 18,290,593

負債合計 39,086,262 40,146,263

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,935,940 5,935,940

資本剰余金 4,774,574 4,774,574

利益剰余金 11,184,499 10,800,452

自己株式 △40,213 △39,579

株主資本合計 21,854,800 21,471,387

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,220,958 969,962

評価・換算差額等合計 1,220,958 969,962

純資産合計 23,075,759 22,441,350

負債純資産合計 62,162,021 62,587,613
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益 5,265,610 5,024,079

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 4,038,965 3,741,168

販売費及び一般管理費 318,037 316,229

営業費合計 4,357,002 4,057,398

営業利益 908,608 966,681

営業外収益   

受取利息 172 115

受取配当金 37,616 35,591

その他 14,397 9,756

営業外収益合計 52,186 45,463

営業外費用   

支払利息 105,713 103,004

持分法による投資損失 8,753 17,545

その他 741 5,887

営業外費用合計 115,208 126,437

経常利益 845,586 885,706

税金等調整前四半期純利益 845,586 885,706

法人税、住民税及び事業税 563,731 513,013

法人税等調整額 △216,751 △148,884

法人税等合計 346,979 364,128

四半期純利益 498,607 521,578
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 845,586 885,706

減価償却費 803,215 820,431

持分法による投資損益（△は益） 8,753 17,545

賞与引当金の増減額（△は減少） 350,506 338,274

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,275 △17,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,746 △36,168

受取利息及び受取配当金 △37,788 △35,706

支払利息 105,713 103,004

固定資産除却損 1,810 620

売上債権の増減額（△は増加） 114,796 96,922

たな卸資産の増減額（△は増加） 133,715 △21,326

未収消費税等の増減額（△は増加） － 46,273

その他の流動資産の増減額（△は増加） △38,006 18,045

前払年金費用の増減額（△は増加） 34,196 43,299

仕入債務の増減額（△は減少） △239,134 △602,410

未払消費税等の増減額（△は減少） 79,216 167,784

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △3,726 △4,363

その他 74,303 178,339

小計 2,262,628 1,998,971

利息及び配当金の受取額 51,716 56,597

利息の支払額 △114,956 △110,352

法人税等の支払額 △374,730 △443,661

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,824,658 1,501,554

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △3,207,516 △4,306,392

有形固定資産の売却による収入 － 1,688

無形固定資産の取得による支出 △2,489 △58,284

投資有価証券の売却による収入 － 27,445

工事負担金等受入による収入 1,472,477 1,684,979

その他 2,273 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,735,254 △2,650,579
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － 400,000

長期借入れによる収入 1,500,000 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △833,550 △869,450

自己株式の取得による支出 △1,231 △634

自己株式の売却による収入 187 －

配当金の支払額 △114,318 △115,351

その他 － △113

財務活動によるキャッシュ・フロー 551,087 1,214,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 640,491 65,425

現金及び現金同等物の期首残高 2,738,643 2,783,947

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,379,134 2,849,372
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
運輸業 
（千円） 

不動産業
（千円） 

その他の事
業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結
（千円） 

営業収益                                    

(1）外部顧客に対する営業収

益 
 4,089,173  924,130  252,306  5,265,610  －  5,265,610

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
 144  13,395  20,913  34,452 (34,452)  －

計  4,089,317  937,525  273,220  5,300,063 (34,452)  5,265,610

営業利益  453,477  440,792  6,616  900,886 (△7,721)  908,608

  
運輸業 
（千円） 

不動産業
（千円） 

その他の事
業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結
（千円） 

営業収益                                    

(1）外部顧客に対する営業収

益 
 4,015,074  777,138  231,866  5,024,079  －  5,024,079

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
 135  12,723  20,677  33,536 (33,536)  －

計  4,015,209  789,862  252,544  5,057,616 (33,536)  5,024,079

営業利益  568,859  386,489  3,423  958,772 (△7,908)  966,681

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

新京成電鉄㈱　（9014）　平成22年3月期　第1四半期決算短信

- 10 -




