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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） 

 

(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2四半期 147,728 △8.1 10,837 △39.2 7,267 △48.9 3,124 △55.2
21年3月期第2四半期 160,774 ― 17,811 ― 14,235 ― 6,970 ―

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2四半期 5.67 ―
21年3月期第2四半期 13.45 12.71

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2四半期 918,753 179,130 19.5 324.09
21年3月期 916,106 177,063 19.3 320.20

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  178,729百万円 21年3月期  176,596百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ― 3.00
22年3月期 

（予想）
― 3.00 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 315,000 △0.9 21,100 △28.2 13,600 △37.5 6,000 △15.5 10.88
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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） 

（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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想については、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
異なる結果となる可能性があります。 
 業績予想に関する事項は、６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参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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2四半期 551,521,094株 21年3月期  551,521,094株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  43,250株 21年3月期  3,805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 551,493,451株 21年3月期第2四半期 518,278,614株
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(％表示は対前期増減率) 

 
(注)個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 

  

(参考)

 平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

 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 106,000 △3.9 14,300 △21.8 7,900 △33.5 4,000 △10.4 7.25
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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）のわが国経済は、企業収益が

大幅に減少するなか、雇用情勢は一段と厳しさを増し、個人消費は低迷しました。さらに、新型インフル

エンザの流行の影響等もあり、景気は極めて厳しい状況で推移しました。  

  このような状況のなか、当社グループでは、安全・安心、良質なサービスの提供による沿線価値の向上

と、業務の連携および集約による経営基盤の強化に全力を傾けました。また、コンプライアンスを重視す

るとともに、環境対策、バリアフリー対策など社会的課題につきましても積極的に取り組みました。  

  しかしながら、不動産販売業およびホテル業の大幅な減収などにより、当第２四半期連結累計期間の営

業収益は1,477億２千８百万円（前年同期比8.1％減)、営業利益は108億３千７百万円（前年同期比39.2％

減)、経常利益は72億６千７百万円（前年同期比48.9％減)となりました。これに、特別損失として投資有

価証券評価損等を計上し、四半期純利益は31億２千４百万円（前年同期比55.2％減）となりました。  

  次に、事業別の業績についてご報告いたします。  

  

  

鉄道事業では、他の交通事業者や地元自治体と共同で企画乗車券を販売し、空港線をはじめ、当社線の

利用促進に努めました。また、駅係員の「笑顔度」を測定できる機器を主要15駅に順次導入し、接客サー

ビスの向上を図りました。さらに、引き続き安全対策を 重要課題とし、京急久里浜駅～ＹＲＰ野比駅間

の法面防護工事や車両の代替新造工事を実施しました。このほか、連続立体交差化工事を推進し、京急蒲

田駅付近では高架化工事を、大師線では地下化工事を進めました。また、駅のバリアフリー化に努め、大

森海岸駅など３駅で多機能トイレを新設するなど、利便性の向上を図りました。さらに、平成22年の羽田

空港の本格的な国際化に対応するため、日本の空の玄関口にふさわしい機能を備えた国際ターミナル駅

（仮称）の建設工事を推進しました。  

 乗合・貸切自動車事業では、京浜急行バス㈱は、羽田空港～二子玉川駅線および羽田空港～山下公園・

みなとみらい地区・赤レンガ倉庫線を開業したほか、空港リムジンバスおよびアクアラインバスにおい

て、バス車内で無線ＬＡＮによるインターネット接続サービスを開始するなど、サービスの向上を図りま

した。また、一般路線では交通の不便の解消を図るため、横浜市金沢区内に路線を新設しました。さら

に、川崎鶴見臨港バス㈱は、夏休み期間中、地元自治体等と共同で、京浜臨海部地区を回る産業観光巡回

バスを運行し、ご好評をいただきました。  

 タクシー事業では、グループの全車両で京急グループポイントサービスを導入し、顧客の利用促進に努

めました。  

 しかしながら、交通事業全体で、景気後退の影響を強く受けたほか、乗合・貸切自動車事業で、ＥＴＣ

利用者を対象とした高速料金の引き下げ実施の影響を受け、交通事業の営業収益は583億２千７百万円

（前年同期比2.7％減)、営業利益は93億５千３百万円（前年同期比11.0％減）となりました。  

 なお、鉄道、乗合・貸切自動車、タクシーおよび海運の各事業において、運輸安全マネジメント制度に

基づく安全管理体制の強化を引き続き行っています。 

  

【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

交通事業
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不動産販売業では、当社および京急不動産㈱は、厳しい事業環境のなか、京急ニューシティ湘南佐島な

ぎさの丘分譲地などにおいて、立地特性を活かした宅地・戸建住宅を引き続き販売しました。また、京急

不動産㈱は、大師線東門前駅近接地において、他社との共同事業による分譲マンションの販売を継続しま

した。なお、油壺京急マリーナに隣接する、「京急ベイビレジ油壺」の宅地造成工事が竣工し、現地のご

案内を開始しました。  

  不動産賃貸業では、京急開発㈱の賃貸ビル「横浜イーストスクエア」が通期稼働しました。また、当社

は、引き続きオフィスビルの高稼働率の維持に努めるなど、収益の向上を図りました。  

  しかしながら、前年同期に大型分譲マンションを販売した反動もあり、不動産事業の営業収益は99億７

千８百万円（前年同期比51.5％減)、営業利益は９億２千５百万円（前年同期比80.0％減）となりまし

た。 

  

ホテル業では、ホテル グランパシフィック ＬＥ ＤＡＩＢＡおよびホテルパシフィック東京は、景気

後退等による宿泊客や大型宴会の減少などにより、大幅な減収となりました。また、当社は、羽田空港の

利用客のニーズ等に対応するため、新たに浅草橋駅前、横浜駅東口でビジネスホテル「京急ＥＸイン」の

建設工事に着手しました。さらに、経営の効率化を図るため、三浦半島地区の観音崎京急ホテル、城ヶ島

京急ホテルおよびホテル京急油壺観潮荘の営業業務の一部を統合しました。 

  以上の結果、レジャー・サービス事業の営業収益は217億９千３百万円（前年同期比12.1％減)、営業損

失は５億６千３百万円（前年同期は営業利益４億２千５百万円）となりました。 

  

百貨店業では、㈱京急百貨店は、消費マインドの冷え込みや節約志向の一段の高まりにより、ファッシ

ョン部門などで不振が続き、売上が低迷しました。なお、国のエコポイント制度に自社商品券が選ばれた

ことを活かし、営業促進に努めました。 

  ストア業では、㈱京急ストアは、久里浜店のリニューアルを行い、商品構成を見直すなど積極的な営業

活動を展開しました。また、前年10月に子会社化したユニオネックス㈱が、グループ施設内への出店を積

極的に進め、グループ間の相乗効果を高めたことにより、ストア業全体で増収となりました。 

  以上の結果、流通事業の営業収益は561億５千７百万円（前年同期比18.7％増)、営業利益は１億４百万

円（前年同期比86.2％減）となりました。 

  

京急建設㈱および京急電機㈱は、引き続き鉄道の安全対策工事などを行いましたが、前年同期に大型工

事が竣工した反動などもあり、減収となりました。  

 以上の結果、その他事業の営業収益は232億９千９百万円（前年同期比18.2％減)、営業利益は８億９千

５百万円（前年同期比32.1％減）となりました。  

  

不動産事業

レジャー・サービス事業

流通事業

その他事業
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、京急蒲田駅付近連続立体交差化工事の進捗による建設仮勘

定の増加などにより前期末比26億４千６百万円増加しました。  

 負債につきましては、支払手形及び買掛金の減少がありましたが、社債の発行や工事負担金の受入に

伴う長期前受工事負担金の増加などにより前期末比５億７千９百万円増加しました。  

 また、純資産は、四半期純利益およびその他有価証券評価差額金の増加などにより前期末比20億６千

７百万円増加しました。  

  

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や減価償却費などの資金収入か

ら、仕入債務の減少などの資金支出を差し引き、67億５千８百万円の資金収入（前年同期比75億４千２

百万円収入減）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、工事負担金等受入などによる資金の入金がありましたが、鉄

道事業等設備投資を中心とした資金の出金により302億円の資金支出（前年同期比４千万円支出減）と

なりました。 

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205億２千７百万円の資金収入（前年

同期は25億９千２百万円の資金支出）となりました。 

  

以上の結果、現金及び現金同等物の第２四半期連結会計期間末残高は、395億５千６百万円となりま

した。 

  

通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５月13日に公表し

ました業績予想を変更いたしております。 

 第３四半期以降の業況は、国内景気の悪化に伴う個人消費の低迷などから、引き続き厳しい事業環境

が続くものと考えております。 

 営業収益につきましては、景気後退や新型インフルエンザの影響等による交通セグメントやレジャ

ー・サービスセグメントの減収などにより、3,150億円（前回予想比1.3％減）、営業利益につきまして

は、211億円（前回予想比7.0％減）を見込んでおります。なお、経常利益につきましては営業外損益の

改善を見込むことから136億円（前回予想比4.9％減）を見込んでおります。 

 また、当期純利益につきましては、固定資産除却損等特別損失の計上などにより、60億円（前回予想

比22.1％減）を見込んでおります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の分析

(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）

（投資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）

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

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。 

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。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

 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。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

完成工事高および完成工事原価の計上基準の変更 

  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、「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）および「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）を第１四半期連結会計期間から適用し、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。 

 なお、当該変更に伴う当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。 

  

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)

(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

イ．たな卸資産の評価方法

ロ．固定資産の減価償却費の算定方法

ハ．法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法

(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 39,658 42,630

受取手形及び売掛金 10,868 12,042

商品及び製品 2,656 2,806

分譲土地建物 96,348 93,745

仕掛品 3,935 2,577

原材料及び貯蔵品 640 607

繰延税金資産 3,103 4,247

その他 5,917 11,731

貸倒引当金 △55 △148

流動資産合計 163,074 170,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 279,326 278,396

機械装置及び運搬具（純額） 43,003 41,340

土地 140,444 140,437

建設仮勘定 201,071 194,036

その他（純額） 7,959 8,118

有形固定資産合計 671,803 662,329

無形固定資産   

のれん 6,109 6,594

その他 5,712 5,815

無形固定資産合計 11,822 12,409

投資その他の資産   

投資有価証券 36,003 34,787

長期貸付金 2,711 2,773

繰延税金資産 9,201 9,270

その他 24,714 24,787

貸倒引当金 △576 △492

投資その他の資産合計 72,052 71,126

固定資産合計 755,679 745,865

資産合計 918,753 916,106
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（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 29,355 53,820

短期借入金 128,346 129,058

コマーシャル・ペーパー 25,000 25,000

1年内償還予定の社債 30,202 202

未払法人税等 2,371 2,697

繰延税金負債 214 205

前受金 5,154 4,778

賞与引当金 1,636 1,358

役員賞与引当金 0 144

その他の引当金 435 568

その他 26,739 28,008

流動負債合計 249,456 245,843

固定負債   

社債 70,869 80,970

長期借入金 260,642 263,654

繰延税金負債 234 223

退職給付引当金 6,382 6,279

役員退職慰労引当金 689 712

長期前受工事負担金 122,426 111,606

その他 28,920 29,752

固定負債合計 490,166 493,199

負債合計 739,622 739,043

純資産の部   

株主資本   

資本金 43,738 43,738

資本剰余金 44,158 44,158

利益剰余金 90,332 88,862

自己株式 △32 △2

株主資本合計 178,196 176,756

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 532 △159

評価・換算差額等合計 532 △159

少数株主持分 401 466

純資産合計 179,130 177,063

負債純資産合計 918,753 916,106

― 9 ―

京浜急行電鉄㈱（9006） 平成22年３月期　第２四半期決算短信



(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 160,774 147,728

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 128,348 119,326

販売費及び一般管理費 14,614 17,564

営業費合計 142,963 136,890

営業利益 17,811 10,837

営業外収益   

受取利息 61 50

受取配当金 311 234

持分法による投資利益 24 49

その他 713 633

営業外収益合計 1,111 968

営業外費用   

支払利息 4,204 4,172

その他 483 366

営業外費用合計 4,688 4,538

経常利益 14,235 7,267

特別利益   

関係会社整理益 0 550

工事負担金等受入額 75 140

特別利益合計 75 690

特別損失   

投資有価証券評価損 0 951

固定資産除却損 644 926

固定資産圧縮損 75 140

減損損失 581 0

特別損失合計 1,301 2,017

税金等調整前四半期純利益 13,009 5,939

法人税、住民税及び事業税 2,709 1,991

法人税等調整額 3,307 799

法人税等合計 6,016 2,791

少数株主利益 21 24

四半期純利益 6,970 3,124
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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 13,009 5,939

減価償却費 14,988 15,341

減損損失 581 0

有形固定資産除却損 436 753

貸倒引当金の増減額（△は減少） △121 △9

賞与引当金の増減額（△は減少） 276 277

未払賞与の増減額（△は減少） △194 △245

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △128 △144

退職給付引当金の増減額（△は減少） △97 102

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 45 △23

その他の引当金の増減額（△は減少） △79 △133

受取利息及び受取配当金 △373 △284

支払利息 4,204 4,172

持分法による投資損益（△は益） △24 △49

工事負担金等受入額 △75 △140

固定資産圧縮損 75 140

関係会社整理益 0 △550

投資有価証券評価損益（△は益） 0 951

売上債権の増減額（△は増加） △1,323 635

たな卸資産の増減額（△は増加） △720 △3,832

仕入債務の増減額（△は減少） △9,135 △9,157

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,732 0

未払消費税等の増減額（△は減少） 409 △295

前受金の増減額（△は減少） △1,145 354

その他 3,317 △1,030

小計 25,655 12,771

利息及び配当金の受取額 374 287

利息の支払額 △4,254 △4,060

法人税等の支払額 △7,472 △2,239

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,301 6,758
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（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 14 0

投資有価証券の取得による支出 △1,224 △1,006

有形固定資産の取得による支出 △39,274 △40,444

有形固定資産の売却による収入 421 129

無形固定資産の取得による支出 △1,216 △568

長期貸付けによる支出 △114 △144

長期貸付金の回収による収入 181 156

工事負担金等受入による収入 10,590 11,581

その他 380 95

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,240 △30,200

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） 8,664 △1,500

長期借入れによる収入 20,700 15,400

長期借入金の返済による支出 △15,133 △17,074

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 15,000 0

社債の発行による収入 0 19,878

社債の償還による支出 △30,000 △101

転換社債償還に伴う支払基金 0 5,630

配当金の支払額 △1,813 △1,654

少数株主への配当金の支払額 0 △21

その他 △8 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,592 20,527

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △18,531 △2,913

現金及び現金同等物の期首残高 51,048 42,470

現金及び現金同等物の四半期末残高 32,516 39,556
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(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 

交通事業 ……………………… 鉄道、乗合・貸切自動車、タクシー等の営業を行っております。 

不動産事業 …………………… 土地・建物の販売、土地・建物の賃貸を行っております。 

レジャー・サービス事業 …… ホテル・旅館、レジャー施設、ゴルフ場、飲食店、水族館等の営業を行っ

ております。 

流通事業 ……………………… 百貨店業、ストア業を中心に商品の販売を行っております。 

その他事業 …………………… 建設・土木・電気設備の工事、輸送用機器の修理・改造、ビル管理業務等

の経営を行っております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

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）

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）

交通事業 
(百万円)

不動産 
事業 

(百万円)

レジャー 
・サービス

事業 
(百万円)

流通事業 
(百万円)

その他 
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
58,877 17,344 23,026 46,168 15,357 160,774 0 160,774

     する営業収益

 (2) セグメント間

1,064 3,232 1,768 1,132 13,130 20,328 (20,328) 0   の内部営業収

   益又は振替高

計 59,941 20,577 24,795 47,301 28,487 181,102 (20,328) 160,774

 営 業 利 益 10,503 4,632 425 756 1,319 17,637 173 17,811

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）

交通事業 
(百万円)

不動産 
事業 

(百万円)

レジャー 
・サービス

事業 
(百万円)

流通事業 
(百万円)

その他 
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
57,272 6,771 19,846 55,336 8,501 147,728 0 147,728

     する営業収益

 (2) セグメント間

1,055 3,207 1,947 821 14,798 21,829 (21,829) 0   の内部営業収

   益又は振替高

計 58,327 9,978 21,793 56,157 23,299 169,558 (21,829) 147,728

 営業利益又は 
 営業損失（△）

9,353 925 △ 563 104 895 10,715 122 10,837
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本国以外の国、または地域に所在する連結子会社ならびに在外支店はありません。 

  

海外売上高がないため、記載しておりません。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】

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)および当第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)

【海外売上高】

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)および当第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)

(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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６．その他の情報

【第２四半期連結損益計算書（前年同期比較）】

前第２四半期 当第２四半期

増減 増減率
連結累計期間 連結累計期間

自 平成20年４月１日 自 平成21年４月１日

至 平成20年９月30日 至 平成21年９月30日

百万円 百万円 百万円 ％

Ⅰ 営業収益 160,774 147,728 △ 13,046 △  8.1

Ⅱ 営業費 142,963 136,890 △ 6,072 △  4.2

１．運輸業等営業費及び売上原価 128,348 119,326 △ 9,022 △  7.0

２．販売費及び一般管理費 14,614 17,564 2,949 20.2

 営業利益 17,811 10,837 △ 6,974 △ 39.2

Ⅲ 営業外収益 1,111 968 △   143 △ 12.9

１．受取利息 61 50 △    11 △ 17.9

２. 受取配当金 311 234 △    77 △ 25.0

３. 持分法による投資利益 24 49 24 99.1

４．その他 713 633 △    79 △ 11.1

Ⅳ 営業外費用 4,688 4,538 △   149 △  3.2

１．支払利息 4,204 4,172 △    32 △  0.8

２．その他 483 366 △   117 △ 24.3

 経常利益 14,235 7,267 △ 6,968 △ 48.9

Ⅴ 特別利益 75 690 614 813.9

１. 関係会社整理益 0 550 550 ―

２. 工事負担金等受入額 75 140 64 85.6

Ⅵ 特別損失 1,301 2,017 715 55.0

１．投資有価証券評価損 0 951 951 ―

２. 固定資産除却損 644 926 281 43.6

３. 固定資産圧縮損 75 140 64 85.6

４. 減損損失 581 0 △   581 △ 100.0

 税金等調整前四半期純利益 13,009 5,939 △ 7,069 △  54.3

法人税、住民税及び事業税 2,709 1,991 △   717 △  26.5

法人税等調整額 3,307 799 △ 2,508 △  75.8

法人税等合計 6,016 2,791 △ 3,225 △  53.6

少数株主利益 21 24 2 12.6

 四半期純利益 6,970 3,124 △ 3,846 △  55.2
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【セグメント情報（前年同期比較）】

前第２四半期 当第２四半期

増減 増減率
連結累計期間 連結累計期間

 自 平成20年４月１日 自 平成21年４月１日

 至 平成20年９月30日 至 平成21年９月30日

百万円 百万円 百万円 ％

 交 通 事 業

営 業 収 益 59,941 58,327 △  1,613 △  2.7

営 業 利 益 10,503 9,353 △  1,150 △ 11.0

 不 動 産 事 業

営 業 収 益 20,577 9,978 △ 10,598 △ 51.5

営 業 利 益 4,632 925 △  3,706 △ 80.0

 レジャー・サービス事業

営 業 収 益 24,795 21,793 △  3,001 △ 12.1

営業利益又は営業損失(△) 425 △   563 △    989 △ 232.5

 流 通 事 業

営 業 収 益 47,301 56,157 8,856 18.7

営 業 利 益 756 104 △    652 △ 86.2

 そ の 他 事 業

営 業 収 益 28,487 23,299 △  5,187 △ 18.2

営 業 利 益 1,319 895 △    424 △ 32.1

    計

営 業 収 益 181,102 169,558 △ 11,544 △  6.4

営 業 利 益 17,637 10,715 △  6,922 △ 39.2

  消 去 又 は 全 社

営 業 収 益 △ 20,328 △ 21,829 △  1,501 △  7.4

営 業 利 益 173 122 △     51 △ 29.5

  連            結

営 業 収 益 160,774 147,728 △ 13,046 △  8.1

営 業 利 益 17,811 10,837 △  6,974 △ 39.2
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【鉄道運輸成績】

科  目
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

増減 増減率 （自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日
   至 平成20年９月30日）   至 平成21年９月30日）

百万円 百万円 百万円 ％

 旅 客 運 輸 収 入

定    期 15,461 15,257  △   203 △ 1.3

定 期 外 22,860 22,429  △   431 △ 1.9

計 38,321 37,687  △   634 △ 1.7

千人 千人 千人 ％

 輸 送 人 員

定    期 126,280 125,255  △ 1,025 △ 0.8

定 期 外 98,744 97,526  △ 1,218 △ 1.2

計 225,024 222,781  △ 2,243 △ 1.0
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