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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 60,932 5.7 6,815 △3.5 5,620 △9.8 2,829 19.8
21年3月期第1四半期 57,644 ― 7,062 ― 6,230 ― 2,361 ―

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 8.36 ―

21年3月期第1四半期 6.97 ―

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 740,373 163,052 21.2 464.31
21年3月期 726,059 160,341 21.3 456.10

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  157,177百万円 21年3月期  154,397百万円

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 ― 3.00 5.50

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

2.50 ― 3.50 6.00

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

126,200 10.7 12,800 1.9 11,400 △0.8 7,100 59.9 20.97

通期 252,600 8.3 23,800 3.3 21,400 3.4 12,900 43.5 38.11
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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ページ「【定性的情報・財務諸表等】４・その他」をご覧下さい。 

(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） 

(注)詳細は、４ページ「【定性的情報・財務諸表等】４・その他」をご覧下さい。 

(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 

 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。なお、業績予想に関する事項は、４ページ「【定性的情報・財務諸表等】３・連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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 344,822,371株 21年3月期  344,822,371株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  6,307,963株 21年3月期  6,307,729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 338,514,525株 21年3月期第1四半期 338,923,156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、企業収益が大幅に減少し、雇用情勢が急速に悪化す
るなど、引き続き厳しい状況で推移いたしました。加えて、新型インフルエンザの世界的な流行による海
外旅行者数の減少は、成田空港輸送等にも影響を及ぼしました。 
 このような状況の中で、当社グループは、全事業にわたり積極的な営業活動を展開するとともに、より
一層の経費削減に取り組むなど、業績の向上に努めてまいりました。また、「ＢＭＫ（ベストマナー向
上）推進運動」にも引き続き取り組み、お客様サービスの向上を図ってまいりました。 
 その結果、全事業営業収益は609億３千２百万円（前年同期比5.7％増）となりましたが、全事業営業利
益は68億１千５百万円（前年同期比3.5％減）となりました。経常利益は、持分法投資利益の減少等によ
り56億２千万円（前年同期比9.8％減）となりましたが、四半期純利益は、法人税の減少により28億２千
９百万円(前年同期比19.8％増)となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

  
＜運輸業＞ 
 鉄道事業では、安全輸送確保の取り組みとして、軌道・路盤の強化や上野線等の高架橋耐震補強工事を
推進したほか、デジタルＡＴＳの設置工事等を行いました。また、安全管理体制について継続して強化に
努めました。 
 大規模工事では、日暮里駅改良工事において、３階部分の線路敷設等の工事を実施したほか、高砂駅金
町線高架化工事や北総線内改良工事を推進いたしました。また、押上線連続立体化工事については、用地
買収や詳細設計等を実施するとともに、曳舟駅の仮駅舎工事や高架橋・軌道等の工事を進めました。 
 営業面では、６月30日に創立100周年を迎えたことを記念して、記念列車の運行や全駅記念入場券の販
売等を行いました。また、企画乗車券の販売や各種イベントを実施するなど、沿線への旅客誘致を図りま
した。 
 バス事業では、一般乗合バス路線において、習志野市を中心とした新規路線の運行を開始したほか、既
存路線について増便や系統新設等を実施いたしました。高速バス路線においては、千葉北インターチェン
ジ周辺と都心を結ぶ路線や東京ディズニーリゾートを拠点とした路線を新設するなど、需要喚起に努める
とともにお客様の利便性向上を図りました。このほか、貸切バス輸送において日帰りツアーを中心とした
企画旅行を実施するなど、営業の強化に努めました。 
 タクシー事業では、帝都自動車交通において、ＩＣカード乗車券「ＰＡＳＭＯ」等の電子マネーによる
運賃決済サービスを開始し、お客様の利便性向上を図りました。 
 以上の結果、営業収益は322億７千９百万円（前年同期比11.1％増）となりましたが、営業利益は54億
９千５百万円（前年同期比1.5％減）となりました。 
  
＜流通業＞ 
 百貨店業では、各種イベントを開催したほか、売場の一部をリニューアルし、テナントの入れ替えを行
うなど、販売の強化に努めました。 
 ストア業では、店舗の改装を行ったほか、各種営業施策の実施により収益の確保に努めました。 
 しかしながら、個人消費の低迷等により、営業収益は197億７千２百万円（前年同期比6.9％減）とな
り、営業利益は４億８千万円（前年同期比2.1％減）となりました。 
  
＜不動産業＞ 
 不動産販売業では、「サングランデアルフィーヌ」等の中高層住宅や、「稲毛ローズタウン」等の戸建
住宅及び成田市公津の杜の住宅用地を販売いたしました。 
 不動産賃貸業では、昨年度末に「ネクスト船橋」（船橋駅高架下商業施設）が稼働したことにより収益
増となりました。また、本年６月には「リッチモンドホテル成田」が竣工し、賃貸を開始したほか、今年
度中の竣工に向け、成田市花崎町において空港関連企業向け賃貸社宅の建設を推進いたしました。 
 しかしながら、不動産市況の悪化等により、営業収益は39億１千７百万円（前年同期比2.9％減）とな
り、営業利益は７億７千１百万円（前年同期比15.5％減）となりました。 
  
＜レジャー・サービス業＞ 
 レジャー・サービス業では、飲食業において、千葉中央ショッピングセンター等に新規店舗を出店した
ほか、旅行業において、京成トラベルサービス全店舗で京成カードポイントアップキャンペーンを実施す
るなど、販売の強化に努めました。 
 しかしながら、需要が減退したことなどにより、営業収益は29億７千７百万円（前年同期比5.6％減）
となり、６百万円の営業損失となりました。 

【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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＜建設業＞ 

 建設業では、鉄道施設改良工事や分譲マンションの新築工事を進めたほか、高速道路の建設工事等を行

いました。 

 以上の結果、完成工事高が増加したため、営業収益は43億４千７百万円（前年同期比58.7％増）とな

り、営業利益は１億１千４百万円（前年同期比137.6％増）となりました。 

  

資産合計は2.0％（143億１千４百万円）増の7,403億７千３百万円となりました。これは、「現金及び
預金」が社債の発行等により173億２千万円増加したことが主たる要因です。 
  負債合計は、2.1％（116億３百万円）増の5,773億２千万円となりました。これは、借入金が57億１百
万円減少した一方で、社債が200億円増加したことが主たる要因です。 
  純資産合計は、1.7％（27億１千万円）増の1,630億５千２百万円となりました。これは、「利益剰余
金」が四半期純利益28億２千９百万円の計上等により17億９千５百万円増加したことが主たる要因です。
  

  

平成22年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、当第１四半期連結累計
期間の業績を踏まえ検討した結果、平成21年５月12日に発表しました数値と変更はありません。 
  

  
  

  
  

① たな卸資産の評価方法 
 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実
地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、たな卸資産の簿価切
下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う
方法によっております。 
② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異
等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測
やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  

  

① 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更  
 請負工事に関する収益の計上基準については、従来、請負金額３億円以上かつ工期１年超の工事につ
いては工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に
関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第
１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について
成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その
他の工事については工事完成基準を適用しております。 
 これによる四半期連結財務諸表及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 
② 表示方法の変更 
(四半期連結損益計算書関係) 
 前第１四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めていた「工事負担金等受入額」
は、特別利益の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしまし
た。なお、前第１四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「工事負担金等受入額」は
388百万円であります。 
 前第１四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めていた「固定資産圧縮損」は、特
別損失の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。な
お、前第１四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「固定資産圧縮損」は344百万円で
あります。 
  

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) : 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

(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：百万円)

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 41,565 24,244

受取手形及び売掛金 12,349 14,072

分譲土地建物 23,093 23,262

商品 2,501 2,500

仕掛品 2,971 2,708

原材料及び貯蔵品 1,548 1,535

繰延税金資産 3,004 2,683

その他 31,947 34,300

貸倒引当金 △54 △55

流動資産合計 118,927 105,252

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 267,506 268,583

機械装置及び運搬具（純額） 22,306 23,256

土地 138,026 135,872

建設仮勘定 46,675 46,708

その他（純額） 3,818 3,934

有形固定資産合計 478,334 478,355

無形固定資産   

のれん 1,231 1,365

その他 7,374 7,571

無形固定資産合計 8,605 8,937

投資その他の資産   

投資有価証券 100,317 98,902

長期貸付金 511 513

繰延税金資産 16,387 16,813

その他 17,947 18,043

貸倒引当金 △892 △890

投資その他の資産合計 134,271 133,380

固定資産合計 621,210 620,674

繰延資産 235 133

資産合計 740,373 726,059
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(単位：百万円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,600 16,882

短期借入金 75,897 76,965

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 2,498 4,931

前受金 63,694 58,689

賞与引当金 1,726 2,986

役員賞与引当金 30 129

その他 29,769 29,930

流動負債合計 187,318 190,615

固定負債   

社債 91,250 71,250

長期借入金 172,673 177,306

鉄道・運輸機構長期未払金 80,264 80,264

繰延税金負債 1,768 1,917

退職給付引当金 29,633 29,774

役員退職慰労引当金 487 536

負ののれん 1,182 1,255

その他 12,743 12,797

固定負債合計 390,002 375,102

負債合計 577,320 565,717

純資産の部   

株主資本   

資本金 36,803 36,803

資本剰余金 27,997 27,997

利益剰余金 93,360 91,564

自己株式 △1,872 △2,006

株主資本合計 156,288 154,360

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 981 102

繰延ヘッジ損益 △92 △65

評価・換算差額等合計 888 36

少数株主持分 5,875 5,944

純資産合計 163,052 160,341

負債純資産合計 740,373 726,059

京成電鉄㈱(9009)　平成22年３月期　第１四半期決算短信

-6-



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

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 57,644 60,932

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 41,281 44,625

販売費及び一般管理費 9,300 9,491

営業費合計 50,582 54,117

営業利益 7,062 6,815

営業外収益   

受取利息 82 92

受取配当金 87 102

持分法による投資利益 833 516

雑収入 486 465

営業外収益合計 1,490 1,177

営業外費用   

支払利息 2,003 1,965

雑支出 318 406

営業外費用合計 2,321 2,371

経常利益 6,230 5,620

特別利益   

工事負担金等受入額 － 276

持分変動利益 4,772 －

その他 393 8

特別利益合計 5,166 285

特別損失   

固定資産圧縮損 － 358

たな卸資産評価損 3,782 －

その他 460 98

特別損失合計 4,243 456

税金等調整前四半期純利益 7,154 5,449

法人税、住民税及び事業税 5,729 2,871

法人税等調整額 △1,018 △355

法人税等合計 4,711 2,515

少数株主利益 81 104

四半期純利益 2,361 2,829
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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 7,154 5,449

減価償却費 4,703 5,001

減損損失 － 65

固定資産圧縮損 344 358

固定資産除却損 152 52

繰延資産償却額 5 7

退職給付会計基準変更時差異の処理額 189 233

のれん償却額 112 60

退職給付引当金の増減額（△は減少） △213 △375

受取利息及び受取配当金 △170 △195

支払利息 2,003 1,965

持分法による投資損益（△は益） △833 △516

持分変動損益（△は益） △4,772 －

工事負担金等受入額 △388 △276

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,252 △108

その他 3,043 7,038

小計 14,583 18,761

利息及び配当金の受取額 934 1,016

利息の支払額 △1,447 △1,442

法人税等の支払額 △5,371 △5,068

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,698 13,266

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △9,125 △12,347

固定資産の売却による収入 14 10

工事負担金等受入による収入 4,752 4,094

投資有価証券の取得による支出 △17 △507

投資有価証券の売却による収入 18,809 －

その他 △2 △238

投資活動によるキャッシュ・フロー 14,430 △8,987

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,455 △749

長期借入れによる収入 200 730

長期借入金の返済による支出 △5,584 △5,681

社債の発行による収入 － 19,890

社債の償還による支出 △15,000 －

配当金の支払額 △1,034 △1,034

その他 △27 △170

財務活動によるキャッシュ・フロー △22,900 12,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 228 17,263

現金及び現金同等物の期首残高 27,799 23,614

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,027 40,877
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 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 
    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) 

 

 
(注)1. 事業区分の方法 

日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、
事業を区分しております。 

2. 各事業区分の主要な事業内容 
運輸業        ― 鉄道、バス、タクシー等の営業を行っております。 

 流通業               ― 百貨店業等により商品の販売等を行っております。 
 不動産業             ― 建物の賃貸、土地及び建物の販売等を行っております。 
 レジャー・サービス業 ― 映画、ホテル、飲食業等を行っております。 
 建設業               ― 土木・建築工事、電気工事等の請負を行っております。 
 その他の事業         ― 鉄道車両の整備、自動車車体の製造及び自動車教習所の経 

営等を行っております。 
  

  
【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間については、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はないため記載しておりません。 

  
【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間については、海外売上高は僅少なため記
載を省略しております。 
  
  

 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

(単位:百万円)

運輸業 流通業 不動産業
レジャー・

建設業
その他の

計
消去又は

連  結
サービス業 事  業 全 社

  営業収益

 (1) 外部顧客に対する
28,903 20,971 2,638 2,535 1,655 938 57,644 ― 57,644

   営業収益

 (2) セグメント間の内部
160 255 1,393 617 1,084 379 3,890 (3,890) ―

   営業収益又は振替高

計 29,063 21,227 4,032 3,153 2,740 1,318 61,534 (3,890) 57,644

     営 業 利 益 5,577 490 912 97 47 47 7,174 ( 112) 7,062

 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)

(単位:百万円)

運輸業 流通業 不動産業
レジャー・

建設業
その他の

計
消去又は

連  結
サービス業 事  業 全 社

  営業収益

 (1) 外部顧客に対する
32,095 19,601 2,640 2,501 3,319 774 60,932 ― 60,932

   営業収益

 (2) セグメント間の内部
183 171 1,276 475 1,028 271 3,407 (3,407) ―

   営業収益又は振替高

計 32,279 19,772 3,917 2,977 4,347 1,045 64,339 (3,407) 60,932

     営 業 利 益 又 は 

    営 業 損 失 (△)
5,495 480 771 △6 114 49 6,904 ( 88) 6,815

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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鉄道事業運輸成績(単体) 

 
(注)輸送人員：千人未満を四捨五入して表示しております。 
  旅客運輸収入：百万円未満を切り捨てて表示しております。 
  
  

  

6．その他の情報

区 分
当第１四半期累計期間 前第１四半期累計期間

増減率(自 平成21年４月１日 (自 平成20年４月１日
  至 平成21年６月30日)  至 平成20年６月30日)

 輸 送 人 員 千人 千人 ％
定   期 39,504 39,433 0.2
定 期 外 26,689 27,180 △1.8

計 66,193 66,613 △0.6

 旅客運輸収入 百万円 百万円 ％ 
定   期 4,788 4,801 △0.3
定 期 外 7,614 7,928 △4.0

計 12,402 12,730 △2.6
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