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(百万円未満切捨て)

1. 平成22年3月期第2四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21年9月30日)

(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
 

22年3月期第2四半期

百万円

270,398

％

△4.1

百万円

20,976

％

△14.0

百万円

15,996

％

△13.7

百万円

8,975

％

△20.5

21年3月期第2四半期 281,894 ― 24,400 ― 18,525 ― 11,289 ―

 
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

 

22年3月期第2四半期

円 銭

12.32

円 銭

―

21年3月期第2四半期 15.48 ―

 

(2)連結財政状態

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
 

22年3月期第2四半期

百万円

1,324,934

百万円

211,593

％

15.7

円 銭

286.27

21年3月期 1,309,738 203,274 15.3 274.82

(参考)自己資本　　　　　22年3月期第2四半期  208,499百万円　　　　　21年3月期　200,233百万円
 
 

2. 配当の状況

 1株当たり配当金

 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
 

21年3月期

円 銭

―

円 銭

3.00

円 銭

―

円 銭

3.00

円 銭

6.00

22年3月期 ― 3.00    

22年3月期
(予想)

  ― 3.50 6.50

(注)配当予想の当四半期における修正の有無　無
 
 

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)
(％表示は対前期増減率)

 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

通期 542,000 △2.3 32,000 △5.1 20,500 △3.6 12,000 16.0 16.47

(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無　有
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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、７ページ「【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)　

① 会計基準等の改正に伴う変更　　有　
② ①以外の変更　　　　　　　 　 無
(注)詳細は、７ページ「【定性的情報・財務諸表等】４.その他」をご覧ください。

 
(4)発行済株式数(普通株式)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 22年3月期第2四半期 736,995,435株  21年3月期          736,995,435株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 　8,675,779株  21年3月期            8,394,793株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 22年3月期第2四半期 728,441,511株  21年3月期第2四半期 729,334,828株

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しております。従って、実際の業績は業況の変化な

どにより記載の予想とは異なる場合があります。
業績予想に関する事項は、７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」をご覧くだ

さい。
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【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

当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）のわが国経済は、輸出に

増加がみられるなど、一部に持ち直しの動きはあるものの、企業収益の大幅な減少を背景に民間

設備投資が減少を続けるとともに、雇用・所得環境の悪化が進み、個人消費も低迷を続けるなど、

総じて厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループでは各事業にわたり積極的な営業活動と経費節減に努め

ましたが、各事業において景気低迷の影響を受けたことから、営業収益は2,703億９千８百万円と、

前年同期に比べ114億９千６百万円の減少（前年同期比4.1％減）となりました。また、営業利益

は209億７千６百万円と、前年同期に比べ34億２千４百万円の減少（前年同期比14.0％減）となっ

たほか、経常利益は159億９千６百万円と、前年同期に比べ25億２千９百万円の減少（前年同期比

13.7％減）となりました。これに伴い、四半期純利益は89億７千５百万円と、前年同期に比べ23

億１千３百万円の減少（前年同期比20.5％減）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

運  輸  業

運輸業につきましては、安全を第一に快適で良質な輸送サービスを提供することが最も重要

な社会的責任であると捉え、「安全管理規程」の適正な運用に基づいた輸送の安全を確保する

ための取組みを継続的に推進しております。その取組みの一環として、本年４月には当社にお

いて、安全に関する情報共有の円滑化を目的として「安全コミュニケーションシステム」の運

用を開始するなど、安全管理体制の一層の強化を図ったほか、当社及びグループ会社において、

各種設備投資をはじめとする安全の質を高めるための諸施策を鋭意進めました。

鉄道事業につきましては、輸送面において、最重要課題である当社線近郊区間の複々線化の

早期完成に向け、工事中区間の東北沢～世田谷代田間で、貫通した上り線に続き下り線シール

ドトンネルの掘進工事を進めるとともに、在来線直下の掘削工事に必要な線路の仮受け工事を

推進するなど、工事の進捗に努めました。また、輸送サービスの向上を図るため、車両の新造

を継続して進めました。

営業面においては、テレビコマーシャルの放映等の宣伝展開によりロマンスカーの利用促進

や箱根地区への旅客誘致を図ったほか、箱根フリーパスや小田急東京メトロパスをはじめとし

た企画乗車券の積極的な販売を行い、収益の向上に努めました。また、当社で江ノ島線開業80

周年を記念したキャンペーンを展開したことをはじめ、箱根登山鉄道㈱でスイス・レーティッ

シュ鉄道との姉妹提携30周年記念キャンペーンを実施するなど、各社で輸送需要の喚起を図る

施策を実施いたしました。

施設面においては、当社線で列車運行の抜本的な安全性の向上を図る観点から、連続的でよ

り細かい速度制御が可能となる新列車制御システム「Ｄ－ＡＴＳ－Ｐ」を導入する工事を引き

続き進めました。また、当社線海老名駅などで改良工事の進捗に努めるとともに、各駅でエレ

ベーターの設置やホームの改修をはじめとするバリアフリー化を進めるなど、駅施設の充実を

図りました。

なお、本年６月にはロマンスカー60000形（ＭＳＥ）が、その車両運用やデザイン、居住性な

どを評価され、鉄道友の会が選定する「ブルーリボン賞」を受賞しました。

自動車運送事業につきましては、小田急バス㈱などで新たな車両の導入を進め、排出ガスの

低公害化を図るとともにバリアフリー化をはじめとする輸送サービスの向上に努めました。ま

た、各社でお客さまのニーズに対応したダイヤ改正や運行路線の見直しを行うなど、利便性の

向上を図りました。

しかしながら、鉄道事業において景気低迷に伴い輸送人員が減少したほか、自動車運送事業

においても、輸送人員の減少に加え、原油価格下落に伴う石油販売の減少もあり、それぞれ減

収となったことなどから、営業収益は854億２千７百万円と、前年同期に比べ26億７千６百万円

の減少（前年同期比3.0％減）、営業利益につきましても152億５百万円と、前年同期に比べ13

億３百万円の減少（前年同期比7.9％減）となりました。
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(業種別営業成績表)

業種別

当第２四半期連結累計期間
（21.４.１～21.９.30）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

鉄道事業 64,068 △1.4

自動車運送事業 19,158 △7.3

タクシー事業 1,691 △14.0

航路事業 1,052 △10.6

索道業 918 △0.6

その他運輸業 541 △3.1

消去 △2,002 ―

営業収益計 85,427 △3.0

流  通  業

百貨店業につきましては、㈱小田急百貨店において、平成19年から進めている新宿店の全面

改装工事の一環として、本年３月に婦人服フロア全体がグランドオープンし、これまで進めて

きた婦人関連フロアのリニューアルが全面的に完成するなど、品揃えや商品構成の一層の充実

を図りました。また、各店で催事をはじめとした各種営業施策を積極的に展開し収益の確保に

努めたほか、町田店の設備更新工事も鋭意推進するなど施設の充実を図りました。

ストア業等につきましては、小田急商事㈱が運営するスーパーマーケット「Ｏｄａｋｙｕ　

ＯＸ」において、伊勢原店が新規に開業するとともに、駅構内売店のリニューアルを推進する

など、事業基盤の拡充及び施設の活性化に努めました。

しかしながら、百貨店業において景気低迷に伴う消費マインドの冷え込みから、旗艦店の新

宿店をはじめ、町田店、藤沢店の各店においても減収となったため、営業収益は1,177億８百万

円と、前年同期に比べ99億６千万円の減少（前年同期比7.8％減）、営業利益につきましても、

百貨店業が低調に推移したことに伴い、１億６千２百万円と、前年同期に比べ20億７百万円の

減少（前年同期比92.5％減）となりました。

(業種別営業成績表)

業種別

当第２四半期連結累計期間
（21.４.１～21.９.30）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

百貨店業

小田急百貨店新宿店 46,784 △13.3

小田急百貨店町田店 21,775 △8.2

小田急百貨店藤沢店 7,799 △8.0

その他 3,734 0.2

計 80,093 △10.9

ストア業等 42,277 △0.7

消去 △4,662 ―

営業収益計 117,708 △7.8
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不　動　産　業

不動産分譲業につきましては、小田急不動産㈱において「リーフィア片平」、「デュアルた

まプラーザ」をはじめとする戸建住宅や、マンション「プライムアリーナ新百合ヶ丘」を分譲

するなど、積極的な営業活動を実施し、収益の確保に努めました。

不動産賃貸業につきましては、当社において、経堂地区で賃貸商業施設等を配置した複合的

な街づくりを行う開発計画を推進し賃貸マンションの建設工事に着手したほか、オフィスビル

の取得を実施するなど事業基盤の拡充を進めました。また、「Ｏｄａｋｙｕ　ＯＸ」を核テナ

ントとする駅舎一体型の賃貸商業施設「小田急マルシェ伊勢原」が本年４月に営業を開始する

とともに、本年５月には「本厚木ミロード」においてレストランフロアのリニューアルを実施

するなど、施設の充実、活性化を図る施策を実施いたしました。

以上の結果、不動産分譲業において販売戸数が増加したことに伴い増収となったことから、

営業収益は380億７千８百万円と、前年同期に比べ39億７千９百万円の増加（前年同期比11.7％

増）、営業利益につきましても70億１千７百万円と、前年同期に比べ10億５千３百万円の増加

（前年同期比17.7％増）となりました。

(業種別営業成績表)

業種別

当第２四半期連結累計期間
（21.４.１～21.９.30）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

不動産分譲業 18,824 28.0

不動産賃貸業 20,924 0.6

その他 653 △28.3

消去 △2,323 ―

営業収益計 38,078 11.7

そ　の　他　の　事　業

ホテル業につきましては、㈱ホテル小田急が運営する「ハイアット リージェンシー 東京」

において平成16年から進めていた営業施設改修工事が完了し、全館での営業を再開するととも

に、本年４月にオールデイダイニング「カフェ」の営業を開始するなど、施設の充実を図りま

した。また、㈱小田急リゾーツが運営する「小田急 ホテルはつはな」では、客室及び宴会場の

一部をリニューアルし、これを記念した宿泊プランを発売するなど、上質なサービスの提供に

努めました。

レストラン飲食業につきましては、㈱小田急レストランシステム及びジローレストランシス

テム㈱において、新規業態の開発とあわせ、両社で６店舗の新規出店、11店舗の改装を実施す

るなど、集客力の強化を図りました。

しかしながら、ホテル業において「ハイアット リージェンシー 東京」をはじめとした各ホ

テルで景気低迷の影響を大きく受けたことなどにより、営業収益は465億４千３百万円と、前年

同期に比べ26億４千３百万円の減少（前年同期比5.4％減）となったほか、14億６千８百万円の

営業損失を計上いたしました。
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(業種別営業成績表)

業種別

当第２四半期連結累計期間
（21.４.１～21.９.30）

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

ホテル業

ハイアットリージェンシー東京 4,080 △14.1

ホテルセンチュリー静岡 1,519 △11.9

小田急ホテルセンチュリー　
サザンタワー

1,453 △16.4

その他 4,744 △2.7

計 11,797 △9.8

レストラン飲食業 10,706 △5.1

旅行業 3,374 △11.3

ビル管理・メンテナンス業 9,562 △5.5

その他 14,062 1.9

消去 △2,960 ―

営業収益計 46,543 △5.4

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）全般の状況

当第２四半期連結会計期間末における総資産は１兆3,249億３千４百万円となり、前連結会計

年度末と比べ151億９千５百万円増加いたしました。これは、主に当社における設備投資の進捗

に伴い、有形固定資産が増加したことなどによるものであります。また、負債の部は１兆1,133

億４千１百万円となり、前連結会計年度末と比べ68億７千６百万円増加いたしました。これは、

本年８月の無担保社債発行などによるものであります。

純資産の部は、2,115億９千３百万円となり、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加し

たことなどから前連結会計年度末と比べ83億１千９百万円増加いたしました。

（２）キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）における営業活動によ

るキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益169億７千７百万円に減価償却費や法人税

等の支払額などを加減した結果、414億２千４百万円の資金収入となりました。前年同期に比べ

226億４千４百万円の資金収入の増加となりましたが、これはたな卸資産が減少したことや、法

人税等の支払額が減少したことなど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）

投資活動によるキャッシュ・フローは、406億７千２百万円の資金支出となりました。前年同

期に比べ109億４千万円の資金支出の増加となりましたが、これは設備投資の進捗に伴い有形固

定資産の取得による支出が増加したことなど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）

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行などにより11億４千２百万円の資金収入

となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ18億

９千４百万円増加し、332億５千７百万円となりました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

当期の連結業績予想につきましては、第２四半期までの業績などを踏まえ平成21年７月30日に

公表しました業績予想を変更いたしております。

下期の業況は、依然として国内景気に回復の兆しが見えないなか、雇用環境の悪化、またそれ

に伴う個人消費の低迷が見込まれることから、引き続き厳しい事業環境が続くものと考えており

ます。このことから、営業収益は、全セグメントにおいて見通しを引き下げ、5,420億円（前期比

2.3％減）と従来の予想より80億円引き下げております。これに伴い、営業利益については、費用

の削減を見込むその他の事業を除く各セグメント（運輸業、流通業、不動産業）において見通し

を引き下げ、320億円（前期比5.1％減）と20億円引き下げるほか、経常利益については205億円

（前期比3.6％減）と12億円引き下げております。また、当期純利益については、特別損益の改善

などを見込むことから、120億円（前期比16.0％増）と従来の予想を据え置いております。

セグメント別の詳細につきましては、別途開示しております「2010年３月期第２四半期決算説

明資料」をご参照ください。

※上記の予想は、現時点で得られた情報に基づいて算定しております。従って、実際の業績は業

　況の変化などにより記載の予想とは異なる場合があります。

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）

該当事項はありません。
 

（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

①　簡便な会計処理

重要な事項はありません。

②　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理　

該当事項はありません。　

 

（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

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、一定の基準に該当する工事については工

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、第１四半期連

結会計期間より「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）を適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間

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

捗率の見積りは主に原価比例法）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。

当該変更に伴う損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 21,363 31,523

受取手形及び売掛金 26,512 21,256

有価証券 10 10

商品及び製品 11,316 11,680

分譲土地建物 37,904 42,727

仕掛品 1,018 619

原材料及び貯蔵品 1,494 1,412

その他 46,379 31,966

貸倒引当金 △195 △187

流動資産合計 145,804 141,009

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 501,217 505,353

機械装置及び運搬具（純額） 69,679 73,647

土地 370,559 361,805

建設仮勘定 119,840 110,256

その他（純額） 14,609 15,573

有形固定資産合計 1,075,906 1,066,637

無形固定資産   

のれん 5,746 6,632

その他 13,675 14,056

無形固定資産合計 19,422 20,688

投資その他の資産   

投資有価証券 56,814 53,899

その他 27,831 28,360

貸倒引当金 △844 △856

投資その他の資産合計 83,801 81,402

固定資産合計 1,179,130 1,168,728

資産合計 1,324,934 1,309,738



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 26,459 28,079

短期借入金 202,537 204,586

1年以内償還社債 55,000 45,000

未払法人税等 8,910 1,408

前受金 44,195 37,153

賞与引当金 8,175 7,578

商品券等引換引当金 785 837

その他の引当金 117 114

その他 79,477 92,265

流動負債合計 425,660 417,025

固定負債   

社債 175,000 165,000

長期借入金 260,421 270,241

鉄道・運輸機構長期未払金 119,109 123,394

退職給付引当金 30,867 29,783

受託工事長期前受金 18,616 14,571

その他 57,816 58,248

固定負債合計 661,830 661,239

特別法上の準備金   

特定都市鉄道整備準備金 25,850 28,200

特別法上の準備金合計 25,850 28,200

負債合計 1,113,341 1,106,464

純資産の部   

株主資本   

資本金 60,359 60,359

資本剰余金 58,572 58,574

利益剰余金 77,775 70,996

自己株式 △4,731 △4,535

株主資本合計 191,976 185,395

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,277 15,591

土地再評価差額金 △754 △754

評価・換算差額等合計 16,522 14,837

少数株主持分 3,093 3,040

純資産合計 211,593 203,274

負債純資産合計 1,324,934 1,309,738



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益 281,894 270,398

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 208,528 202,285

販売費及び一般管理費 48,965 47,136

営業費合計 257,493 249,421

営業利益 24,400 20,976

営業外収益   

受取利息 31 18

受取配当金 860 654

持分法による投資利益 199 375

環境対策費用戻入益 － 715

雑収入 1,334 1,078

営業外収益合計 2,427 2,841

営業外費用   

支払利息 7,167 6,934

雑支出 1,134 888

営業外費用合計 8,302 7,822

経常利益 18,525 15,996

特別利益   

固定資産売却益 53 175

工事負担金等受入額 355 290

特定都市鉄道整備準備金取崩額 2,350 2,350

その他 119 376

特別利益合計 2,878 3,192

特別損失   

固定資産売却損 80 75

固定資産圧縮損 170 258

固定資産除却損 1,059 1,785

その他 331 91

特別損失合計 1,642 2,210

税金等調整前四半期純利益 19,761 16,977

法人税、住民税及び事業税 6,911 8,319

法人税等調整額 1,307 △505

法人税等合計 8,218 7,814

少数株主利益 253 187

四半期純利益 11,289 8,975



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 19,761 16,977

減価償却費 28,282 28,414

減損損失 165 40

のれん償却額 986 978

賞与引当金の増減額（△は減少） 196 596

退職給付引当金の増減額（△は減少） △42 1,083

貸倒引当金の増減額（△は減少） △539 △4

商品券等引換引当金の増減額（△は減少） △171 △52

受取利息及び受取配当金 △892 △672

支払利息 7,167 6,934

持分法による投資損益（△は益） △199 △375

環境対策費用戻入益 － △715

工事負担金等受入額 △355 △290

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） △2,350 △2,350

固定資産売却損益（△は益） 26 △100

固定資産除却損 1,126 1,477

固定資産圧縮損 170 258

たな卸資産評価損 380 264

売上債権の増減額（△は増加） 2,536 △5,242

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,292 4,363

仕入債務の増減額（△は減少） △5,111 △1,716

その他 △17,033 △1,476

小計 31,813 48,393

利息及び配当金の受取額 961 743

利息の支払額 △7,226 △7,083

法人税等の支払額 △6,767 △627

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,780 41,424

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △402 △3,028

投資有価証券の売却による収入 6 3,190

子会社株式の売却による収入 1,670 －

有形固定資産の取得による支出 △39,972 △52,858

有形固定資産の売却による収入 428 306

受託工事前受金の受入による収入 6,424 7,861

鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 2,081 4,044

その他 30 △187

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,732 △40,672



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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） △637 △1,450

長期借入れによる収入 11,540 2,400

長期借入金の返済による支出 △12,841 △12,818

社債の発行による収入 15,000 35,000

社債の償還による支出 △10,000 △15,000

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 △3,940 △4,059

配当金の支払額 △2,197 △2,184

自己株式の取得による支出 △1,319 △230

その他 △459 △513

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,855 1,142

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,807 1,894

現金及び現金同等物の期首残高 19,777 31,363

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,969 33,257



（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 
運輸業
(百万円)

流通業
(百万円)

不動産業
(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

営業収益        

(1) 外部顧客に対する営業収益 86,266 125,794 31,259 38,574 281,894 ― 281,894

(2) セグメント間の内部営業収益
又は振替高

1,836 1,874 2,839 10,612 17,163 (17,163) ―

計 88,103 127,668 34,099 49,186 299,058 (17,163) 281,894

営業利益又は営業損失(△) 16,509 2,170 5,963 △375 24,267 (△133) 24,400

 

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 
運輸業
(百万円)

流通業
(百万円)

不動産業
(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

営業収益        

(1) 外部顧客に対する営業収益 83,864 116,132 34,921 35,479 270,398 ― 270,398

(2) セグメント間の内部営業収益
又は振替高

1,562 1,575 3,156 11,063 17,358 (17,358) ―

計 85,427 117,708 38,078 46,543 287,756 (17,358) 270,398

営業利益又は営業損失(△) 15,205 162 7,017 △1,468 20,917 (△59) 20,976

(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、旅客航路、索道等の営業を行っております。
流通業…………百貨店業、ストア業を中心に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。
その他の事業…旅行業、ホテル業、レストラン飲食業、広告代理業、鉄道メンテナンス業、自動車整備販売業、

金融・経理代行業、園芸・造園業、ビル管理・メンテナンス業、保険代理業及び介護・保育業
等を行っております。

３　事業区分の変更
（前第２四半期連結累計期間）
事業区分の方法については、従来、「運輸業」、「流通業」、「不動産業」、「建設業」、「その他の事業」

の５区分により分類しておりましたが、「建設業」については、前連結会計年度末に小田急建設㈱、ケンキー工
業㈱を連結の範囲から除外したことに伴い金額が僅少となり重要性が乏しくなったため、第１四半期連結会計期
間より事業区分を廃止し、従来「建設業」に含めていた子会社を「その他の事業」に含めております。
この結果、従来の方法と比較して、当第２四半期連結累計期間の「その他の事業」の営業収益は1,315百万円、

営業損失は107百万円それぞれ増加しております。

 

【所在地別セグメント情報】

(前第２四半期連結累計期間、当第２四半期連結累計期間)

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社はありません。

【海外売上高】

(前第２四半期連結累計期間、当第２四半期連結累計期間)

海外売上高がないため記載しておりません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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