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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 177,920 4.2 18,122 △3.3 19,071 △0.2 12,381 22.0
21年3月期第3四半期 170,769 ― 18,735 ― 19,118 ― 10,148 ―

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3四半期 36.64 ―

21年3月期第3四半期 29.93 ―

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3四半期 726,799 170,759 22.7 488.95
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3四半期  164,917百万円 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

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 ― 2.50 ― 3.00 5.50
22年3月期 ― 2.50 ―

22年3月期 
（予想）

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  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

通期 242,200 3.9 20,800 △9.7 19,400 △6.3 11,000 22.4 32.61
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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、４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定数値と異なる場
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・財務情報等】３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 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3四半期  7,534,792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3四半期 337,902,271株 21年3月期第3四半期 339,061,143株
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当第３四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、失業率が高水準にあるな
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、業績の向上に努めたほか、「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。また、当社は昨年６月30日に創立
100周年を迎え、お客様等への感謝の気持ちを込め各種記念事業を行いました。 
 その結果、全事業営業収益は1,779億２千万円（前年同期比4.2％増）となりましたが、全事業営業利益
は181億２千２百万円（前年同期比3.3％減）となりました。経常利益は、190億７千１百万円（前年同期
比0.2％減）となり、四半期純利益は、前年同期に計上した特別損失の減少等により、123億８千１百万円
(前年同期比22.0％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について一部の区間で稼動を開始いたしました。また、安全管理体制につ
いて継続して強化に努めました。 
 成田新高速鉄道については、開業に向けて旅客運賃認可申請を行ったほか、成田空港線（高砂～印旛日
本医大～成田空港間）の愛称名を「成田スカイアクセス」とし、開業時期を平成22年７月目途といたしま
した。また、日暮里駅下りホーム、空港第２ビル駅上りホームの供用をそれぞれ開始したほか、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。 
 その他の大規模工事では、押上線連続立体化工事について、墨田区内での工事が進捗いたしました。 
 営業面では、創立100周年を記念して、記念列車の運行や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、習志野市及び佐倉市における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の新設等を実施いたしまし
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」等の運賃決済サービス
をタクシー全車両で開始し、お客様の利便性向上を図りました。 
 以上の結果、帝都自動車交通の連結子会社化もあり、営業収益は964億１千３百万円（前年同期比
11.3％増）となり、営業利益は156億８千万円（前年同期比3.5％増）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、京成電鉄の創立100周年を記念した商品の販売を行ったほか、コンビニエンスストアを
日暮里駅構内にオープンいたしました。 
 以上の結果、個人消費の低迷等により、営業収益は566億１千１百万円（前年同期比6.4％減）となりま
したが、経費削減により営業利益は６億８千２百万円（前年同期比97.0％増）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等の住宅用地を販売いたしました。 
 不動産賃貸業では、昨年６月に「リッチモンドホテル成田」が稼動いたしました。また、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、不動産市況の低迷等により、営業収益は124億９千９百万円（前年同期比4.7％減）とな
り、営業利益は12億７千８百万円（前年同期比53.0％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、京成カードポイントアップキャンペーンを実施し、集客及び販売の強化に
努めました。また、京成トラベルサービスの営業所を船橋駅構内にオープンいたしました。 
 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89億３千２百万円（前年同期比9.5％減）
となり、営業利益は１億８千３百万円（前年同期比56.9％減）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、公共施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131億９千１百万円（前年同期比56.2％増）とな
り、営業利益は３億７千万円（前年同期比530.3％増）となりました。 
  

資産合計は0.1％（７億４千万円）増の7,267億９千９百万円となりました。これは、持分法投資利益の
計上等により「投資有価証券」が51億９千５百万円増加した一方で、減価償却費の計上等により「建物及
び構築物」が47億２千万円減少したことが主たる要因です。 
  負債合計は、1.7％（96億７千７百万円）減の5,560億４千万円となりました。これは、社債が199億５
千万円、「前受金」が工事負担金等の受入れ等により85億３千２百万円増加した一方、借入金が257億９
千８百万円、「支払手形及び買掛金」が47億７千５百万円、「流動負債・その他」が38億７千５百万円減
少したことが主たる要因です。 
  純資産合計は、6.5％（104億１千７百万円）増の1,707億５千９百万円となりました。これは、「利益
剰余金」が四半期純利益123億８千１百万円の計上等により105億円増加したことが主たる要因です。 

  

平成22年３月期の通期の業績予想につきましては、当第３四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11月10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３四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)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四
半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四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３四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３四半期連結累計期間では区分掲記することとしており
ます。なお、前第３四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
501百万円であります。 
 前第３四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「固定資産除却損」及び
「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３四半期連結累計期間では区分掲記
することとしております。なお、前第３四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「固定
資産除却損」は254百万円、「固定資産圧縮損」は447百万円であります。 

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 22,810 24,244

受取手形及び売掛金 11,884 14,072

分譲土地建物 22,191 23,262

商品 2,598 2,500

仕掛品 4,397 2,708

原材料及び貯蔵品 1,509 1,535

繰延税金資産 1,420 2,683

その他 33,759 34,300

貸倒引当金 △53 △55

流動資産合計 100,518 105,252

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 263,862 268,583

機械装置及び運搬具（純額） 20,832 23,256

土地 138,303 135,872

建設仮勘定 50,920 46,708

その他（純額） 5,798 3,934

有形固定資産合計 479,717 478,355

無形固定資産   

のれん 962 1,365

その他 7,286 7,571

無形固定資産合計 8,248 8,937

投資その他の資産   

投資有価証券 104,097 98,902

長期貸付金 646 513

繰延税金資産 16,637 16,813

その他 17,609 18,043

貸倒引当金 △892 △890

投資その他の資産合計 138,099 133,380

固定資産合計 626,065 620,674

繰延資産 215 133

資産合計 726,799 726,059
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 12,106 16,882

短期借入金 64,443 76,965

1年内償還予定の社債 15,100 100

未払法人税等 2,859 4,931

前受金 67,222 58,689

賞与引当金 1,180 2,986

役員賞与引当金 87 129

その他 26,054 29,930

流動負債合計 189,055 190,615

固定負債   

社債 76,200 71,250

長期借入金 164,029 177,306

鉄道・運輸機構長期未払金 78,010 80,264

繰延税金負債 1,807 1,917

退職給付引当金 31,036 29,774

役員退職慰労引当金 532 536

負ののれん 1,104 1,255

その他 14,264 12,797

固定負債合計 366,985 375,102

負債合計 556,040 565,717

純資産の部   

株主資本   

資本金 36,803 36,803

資本剰余金 27,821 27,997

利益剰余金 102,065 91,564

自己株式 △2,011 △2,006

株主資本合計 164,679 154,360

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 365 102

繰延ヘッジ損益 △127 △65

評価・換算差額等合計 237 36

少数株主持分 5,842 5,944

純資産合計 170,759 160,341

負債純資産合計 726,799 726,059
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益 170,769 177,920

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 123,433 131,863

販売費及び一般管理費 28,600 27,934

営業費合計 152,033 159,798

営業利益 18,735 18,122

営業外収益   

受取利息 289 266

受取配当金 124 168

持分法による投資利益 5,794 6,161

雑収入 1,050 1,368

営業外収益合計 7,260 7,964

営業外費用   

支払利息 5,917 5,874

雑支出 959 1,141

営業外費用合計 6,877 7,015

経常利益 19,118 19,071

特別利益   

工事負担金等受入額 － 455

持分変動利益 4,772 －

その他 541 15

特別利益合計 5,314 470

特別損失   

固定資産除却損 － 300

固定資産圧縮損 － 526

たな卸資産評価損 3,782 －

減損損失 3,066 108

その他 959 139

特別損失合計 7,807 1,075

税金等調整前四半期純利益 16,625 18,466

法人税、住民税及び事業税 6,466 4,685

法人税等調整額 △119 1,283

法人税等合計 6,346 5,968

少数株主利益 131 116

四半期純利益 10,148 12,381
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 16,625 18,466

減価償却費 14,550 15,397

減損損失 3,066 108

固定資産圧縮損 447 526

固定資産除却損 510 504

繰延資産償却額 17 26

退職給付会計基準変更時差異の処理額 569 701

のれん償却額 339 177

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,321 560

受取利息及び受取配当金 △414 △435

支払利息 5,917 5,874

固定資産売却損益（△は益） 142 17

持分法による投資損益（△は益） △5,794 △6,161

持分変動損益（△は益） △4,772 －

工事負担金等受入額 △501 △455

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,347 △690

その他 833 1,893

小計 30,510 36,512

利息及び配当金の受取額 1,779 2,038

利息の支払額 △5,269 △5,340

法人税等の支払額 △7,129 △6,835

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,891 26,375

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 △23,001 △22,550

固定資産の売却による収入 139 41

工事負担金等受入による収入 6,377 6,095

投資有価証券の取得による支出 △129 △523

投資有価証券の売却による収入 18,809 34

その他 △358 △340

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,836 △17,244

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） △4,347 △1,335

長期借入れによる収入 10,600 2,162

長期借入金の返済による支出 △17,919 △26,625

社債の発行による収入 － 19,890

社債の償還による支出 △15,080 △50

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 △2,076 △2,137

配当金の支払額 △1,896 △1,880

その他 △128 △448

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,847 △10,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,119 △1,293

現金及び現金同等物の期首残高 27,799 23,614

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 4 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,684 22,320
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間及び当第３四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３四半期連結累計期間及び当第３四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
86,084 59,911 9,667 7,981 4,193 2,931 170,769 ― 170,769

   営業収益

 (2) セグメント間の内部
506 578 3,446 1,892 4,254 1,226 11,904 (11,904) ―

   営業収益又は振替高

計 86,590 60,489 13,113 9,873 8,447 4,158 182,673 (11,904) 170,769

     営 業 利 益 15,153 346 2,721 426 58 296 19,002 (  267) 18,735

 当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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
95,812 56,181 8,439 7,415 7,678 2,393 177,920 ― 177,920

   営業収益

 (2) セグメント間の内部
600 430 4,060 1,517 5,512 1,176 13,297 (13,297) ―

   営業収益又は振替高

計 96,413 56,611 12,499 8,932 13,191 3,569 191,218 (13,297) 177,920

     営  業  利  益 15,680 682 1,278 183 370 147 18,343 (  221) 18,122

(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３四半期累計期間 前第３四半期累計期間

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12月31日)  至 平成20年12月31日)

 輸 送 人 員 千人 千人 ％
定   期 114,245 114,090 0.1
定 期 外 80,124 81,625 △1.8

計 194,369 195,715 △0.7

 旅客運輸収入 百万円 百万円 ％ 
定   期 13,970 14,029 △0.4
定 期 外 23,227 23,908 △2.9

計 37,198 37,938 △2.0
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