
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 京浜急行電鉄株式会社 上場取引所 東 
コード番号 9006 URL http://www.keikyu.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 石渡 恒夫
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 廣川 雄一郎 TEL 03-3280-9135
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日
配当支払開始予定日 ―

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 221,064 △6.3 14,600 △38.4 9,276 △48.5 3,119 △65.8
21年3月期第3四半期 235,860 ― 23,683 ― 18,025 ― 9,120 ―

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 5.66 ―
21年3月期第3四半期 17.51 16.63

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 909,925 177,254 19.4 320.69
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3四半期  176,845百万円 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 309,000 △2.8 20,300 △30.9 13,100 △39.8 7,000 △1.4 12.69
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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６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６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、今度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3四半期 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3四半期  73,940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3四半期 551,484,005株 21年3月期第3四半期 520,903,469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 103,000 △6.6 13,600 △25.7 7,700 △35.2 3,000 △32.8 5.44
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  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）のわが国経済は、企業収益は

大幅な減少傾向のなか一部に持ち直しの動きがみられたものの、雇用情勢の悪化が続き、個人消費も低迷

し、緩やかなデフレ状況になりました。さらに、新型インフルエンザの流行の影響等もあり、景気は引き

続き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、業務の効率化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３四半期連結累計期間の営

業収益は2,210億６千４百万円（前年同期比6.3％減)、営業利益は146億円（前年同期比38.4％減)、経常

利益は92億７千６百万円（前年同期比48.5％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31億１千９百万円（前年同期比65.8％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、バリアフリー化や車両の代替新造を進めるなど、旅客の安全性および利便性の向上を図

りましたが、景気後退の影響を強く受け、通勤旅客やレジャー旅客が減少しました。  

 乗合・貸切自動車事業では、京浜急行バス㈱は、空港リムジンバスを増便しましたが、ＥＴＣ利用者を

対象とした高速道路料金の引き下げ実施等の影響を受け、輸送人員が減少しました。  

 タクシー事業においても、都市部を中心に景気後退の影響を強く受け、減収となりました。  

 以上の結果、交通事業の営業収益は867億６千３百万円（前年同期比3.0％減)、営業利益は118億７千万

円（前年同期比19.0％減）となりました。  

  

  不動産販売業では、当社および京急不動産㈱は、当社沿線を中心に立地特性を活かした戸建住宅を販売

しましたが、前年同期に大型分譲マンションを販売した反動などにより、減収となりました。  

  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維持に努めました。  

  以上の結果、不動産事業の営業収益は150億６千万円（前年同期比42.8％減)、営業利益は15億２千４百

万円（前年同期比70.7％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。 

  レジャー施設業では、京急開発㈱の競艇関連施設などが減収となりました。 

  以上の結果、レジャー・サービス事業の営業収益は330億９千４百万円（前年同期比11.9％減)、営業損

失は４億４千６百万円（前年同期は営業利益９億３千９百万円）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

交通事業

不動産事業

レジャー・サービス事業
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  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などにより、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。  

  ストア業では、生活必需品の大幅な価格低下の影響などを受けたものの、前年10月に子会社化したユニ

オネックス㈱が収益に寄与し、増収となりました。 

  以上の結果、流通事業の営業収益は839億１千３百万円（前年同期比13.6％増)、営業利益は７千３百万

円（前年同期比90.0％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により、減収となりました。  

 以上の結果、その他事業の営業収益は347億２千万円（前年同期比14.8％減)、営業利益は14億１千３百

万円（前年同期比28.6％減）となりました。  

  

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少などにより前期末比61億８千万円減少

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などにより前期末比63億７千２百万円減少しまし

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１億９千

１百万円増加しました。 

  

  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、118億３百万円の資金収入（前年同期比77億２千７百

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355億７千２百万円の資金支出（前年同期比14億３百

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、コマーシャル・ペーパーの償還などによる資金支出がありま

したが、社債の発行などにより98億３千９百万円の資金収入（前年同期比116億７千３百万円収入減）

となりました。 

  

  以上の結果、現金及び現金同等物の第３四半期連結会計期間末残高は、285億４千万円となりまし

た。 

  

流通事業

その他事業

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）
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  通期の連結業績予想につきましては、第３四半期までの業績などを踏まえ平成21年11月11日に公表し

ました業績予想を変更いたしております。 

  今後のわが国の経済環境につきましては、国内景気の悪化に伴い低迷していた個人消費に持ち直しの

兆しが見え、一部では景気回復の傾向が見えるものの、雇用・所得環境は依然として深刻な状況が続い

ており、当社グループにとりましても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、景気低迷の影響等による不動産セグメントの減収などにより3,090億円

（前回予想比1.9％減)、営業利益につきましては203億円（前回予想比3.8％減)、経常利益は131億円

（前回予想比3.7％減）を見込んでおります。 

  なお、当期純利益につきましては、固定資産の売却益を見込むことなどから、70億円（前回予想比

16.7％増）を見込んでおります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

  当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結

会計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出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。 

  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。 

  

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

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
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（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。 

 なお、当該変更に伴う当第３四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。 

  

(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 28,643 42,630

受取手形及び売掛金 10,945 12,042

商品及び製品 2,909 2,806

分譲土地建物 96,825 93,745

仕掛品 6,535 2,577

原材料及び貯蔵品 660 607

繰延税金資産 3,100 4,247

その他 5,195 11,731

貸倒引当金 △49 △148

流動資産合計 154,765 170,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 279,539 278,396

機械装置及び運搬具（純額） 40,840 41,340

土地 140,400 140,437

建設仮勘定 204,806 194,036

その他（純額） 7,659 8,118

有形固定資産合計 673,246 662,329

無形固定資産   

のれん 5,864 6,594

その他 5,482 5,815

無形固定資産合計 11,346 12,409

投資その他の資産   

投資有価証券 34,551 34,787

長期貸付金 2,663 2,773

繰延税金資産 9,587 9,270

その他 24,338 24,787

貸倒引当金 △574 △492

投資その他の資産合計 70,567 71,126

固定資産合計 755,159 745,865

資産合計 909,925 916,106
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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 27,823 53,820

短期借入金 128,388 129,058

コマーシャル・ペーパー 15,000 25,000

1年内償還予定の社債 30,202 202

未払法人税等 1,098 2,697

繰延税金負債 226 205

前受金 5,664 4,778

賞与引当金 1,350 1,358

役員賞与引当金 0 144

その他の引当金 370 568

その他 26,255 28,008

流動負債合計 236,381 245,843

固定負債   

社債 70,792 80,970

長期借入金 261,664 263,654

繰延税金負債 236 223

退職給付引当金 6,501 6,279

役員退職慰労引当金 726 712

長期前受工事負担金 127,694 111,606

その他 28,673 29,752

固定負債合計 496,289 493,199

負債合計 732,670 739,043

純資産の部   

株主資本   

資本金 43,738 43,738

資本剰余金 44,157 44,158

利益剰余金 88,672 88,862

自己株式 △53 △2

株主資本合計 176,515 176,756

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 329 △159

評価・換算差額等合計 329 △159

少数株主持分 409 466

純資産合計 177,254 177,063

負債純資産合計 909,925 916,106
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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 235,860 221,064

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 188,947 179,973

販売費及び一般管理費 23,229 26,489

営業費合計 212,176 206,463

営業利益 23,683 14,600

営業外収益   

受取利息 95 76

受取配当金 417 330

持分法による投資利益 55 63

その他 912 845

営業外収益合計 1,481 1,315

営業外費用   

支払利息 6,416 6,216

その他 722 422

営業外費用合計 7,139 6,639

経常利益 18,025 9,276

特別利益   

関係会社整理益 0 550

工事負担金等受入額 76 143

特別利益合計 76 693

特別損失   

投資有価証券評価損 0 2,220

固定資産除却損 651 1,447

固定資産圧縮損 76 143

減損損失 581 0

特別損失合計 1,308 3,811

税金等調整前四半期純利益 16,793 6,158

法人税、住民税及び事業税 3,450 2,475

法人税等調整額 4,186 531

法人税等合計 7,637 3,006

少数株主利益 34 32

四半期純利益 9,120 3,119

京浜急行電鉄㈱ (9006)　平成22年３月期　第３四半期決算短信

―　10　―



(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 16,793 6,158

減価償却費 23,040 23,582

減損損失 581 0

有形固定資産除却損 687 910

貸倒引当金の増減額（△は減少） △125 △16

賞与引当金の増減額（△は減少） △34 △8

未払賞与の増減額（△は減少） △1,978 △1,990

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） 189 221

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 81 13

その他の引当金の増減額（△は減少） △113 △198

受取利息及び受取配当金 △512 △406

支払利息 6,416 6,216

持分法による投資損益（△は益） △55 △63

工事負担金等受入額 △76 △143

固定資産圧縮損 76 143

関係会社整理益 0 △550

投資有価証券評価損益（△は益） 0 2,220

売上債権の増減額（△は増加） 577 558

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,519 △7,183

仕入債務の増減額（△は減少） △9,586 △9,013

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） 678 △198

前受金の増減額（△は減少） △1,033 199

その他 2,457 1,469

小計 35,145 21,777

利息及び配当金の受取額 514 407

利息の支払額 △6,218 △6,029

法人税等の支払額 △9,910 △4,352

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,530 11,803
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（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) 

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 26 0

投資有価証券の取得による支出 △1,226 △1,126

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△4,301 0

有形固定資産の取得による支出 △47,240 △51,775

有形固定資産の売却による収入 478 293

無形固定資産の取得による支出 △1,269 △660

長期貸付けによる支出 △224 △208

長期貸付金の回収による収入 266 268

工事負担金等受入による収入 15,960 17,156

その他 554 481

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,975 △35,572

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） 32,769 △1,362

長期借入れによる収入 30,700 24,700

長期借入金の返済による支出 △22,513 △25,447

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 14,000 △10,000

社債の発行による収入 0 19,878

社債の償還による支出 △30,029 △177

転換社債償還に伴う支払基金 0 5,630

配当金の支払額 △3,372 △3,308

少数株主への配当金の支払額 0 △21

その他 △40 △51

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,512 9,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,067 △13,929

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 55,115 28,540
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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） 

該当事項はありません。 

  

 
  

 
(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

(5) セグメント情報

【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）

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
87,828 21,432 34,764 72,313 19,520 235,860 0 235,860

     する営業収益

 (2) セグメント間

1,624 4,899 2,780 1,569 21,224 32,098 (32,098) 0   の内部営業収

   益又は振替高

計 89,452 26,332 37,545 73,883 40,744 267,958 (32,098) 235,860

 営 業 利 益 14,652 5,201 939 737 1,981 23,512 171 23,683

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）

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
85,201 10,223 30,110 82,673 12,854 221,064 0 221,064

     する営業収益

 (2) セグメント間

1,561 4,836 2,983 1,240 21,866 32,488 (32,488) 0   の内部営業収

   益又は振替高

計 86,763 15,060 33,094 83,913 34,720 253,552 (32,488) 221,064

 営業利益又は 
 営業損失(△)

11,870 1,524 △ 446 73 1,413 14,435 164 14,600
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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） 

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

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）および当第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）

【海外売上高】

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）および当第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）

(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３四半期連結損益計算書（前年同期比較）】

前第３四半期 当第３四半期

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12月31日 至 平成21年12月31日

百万円 百万円 百万円 ％

Ⅰ 営業収益 235,860 221,064 △ 14,796 △   6.3

Ⅱ 営業費 212,176 206,463 △ 5,713 △   2.7

１．運輸業等営業費及び売上原価 188,947 179,973 △ 8,973 △   4.7

２．販売費及び一般管理費 23,229 26,489 3,259 14.0

 営業利益 23,683 14,600 △ 9,082 △  38.4

Ⅲ 営業外収益 1,481 1,315 △   166 △  11.2

１．受取利息 95 76 △    18 △  19.9

２. 受取配当金 417 330 △    87 △  20.9

３. 持分法による投資利益 55 63 7 13.4

４．その他 912 845 △    67 △   7.4

Ⅳ 営業外費用 7,139 6,639 △   500 △   7.0

１．支払利息 6,416 6,216 △   199 △   3.1

２．その他 722 422 △   300 △  41.6

 経常利益 18,025 9,276 △ 8,748 △  48.5

Ⅴ 特別利益 76 693 617 808.6

１. 関係会社整理益 0 550 550 ―

２. 工事負担金等受入額 76 143 67 87.9

Ⅵ 特別損失 1,308 3,811 2,502 191.2

１．投資有価証券評価損 0 2,220 2,220 ―

２. 固定資産除却損 651 1,447 796 122.4

３. 固定資産圧縮損 76 143 67 87.9

４. 減損損失 581 0 △   581 △ 100.0

 税金等調整前四半期純利益 16,793 6,158 △ 10,634 △  63.3

法人税、住民税及び事業税 3,450 2,475 △   975 △  28.3

法人税等調整額 4,186 531 △ 3,655 △  87.3

法人税等合計 7,637 3,006 △ 4,631 △  60.6

少数株主利益 34 32 △     2 △   6.2

 四半期純利益 9,120 3,119 △ 6,001 △  65.8
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【セグメント情報（前年同期比較）】

前第３四半期 当第３四半期

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12月31日 至 平成21年12月31日

百万円 百万円 百万円 ％

 交 通 事 業

営 業 収 益 89,452 86,763 △  2,688 △  3.0

営 業 利 益 14,652 11,870 △  2,781 △ 19.0

 不 動 産 事 業

営 業 収 益 26,332 15,060 △ 11,272 △ 42.8

営 業 利 益 5,201 1,524 △  3,677 △ 70.7

 レジャー・サービス事業

営 業 収 益 37,545 33,094 △  4,450 △ 11.9

営業利益又は営業損失(△) 939 △   446 △  1,386 ―

 流 通 事 業

営 業 収 益 73,883 83,913 10,030 13.6

営 業 利 益 737 73 △    663 △ 90.0

 そ の 他 事 業

営 業 収 益 40,744 34,720 △  6,024 △ 14.8

営 業 利 益 1,981 1,413 △    567 △ 28.6

    計

営 業 収 益 267,958 253,552 △ 14,405 △  5.4

営 業 利 益 23,512 14,435 △  9,076 △ 38.6

  消 去 又 は 全 社

営 業 収 益 △ 32,098 △ 32,488 △    390 ―

営 業 利 益 171 164 △      6 △  3.7

  連            結

営 業 収 益 235,860 221,064 △ 14,796 △  6.3

営 業 利 益 23,683 14,600 △  9,082 △ 38.4
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【鉄道運輸成績】

科  目
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

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12月31日）   至 平成21年12月31日）

百万円 百万円 百万円 ％

 旅 客 運 輸 収 入

定    期 22,863 22,572 △   291 △ 1.3

定 期 外 34,350 33,428 △   921 △ 2.7

計 57,213 56,001 △ 1,212 △ 2.1

千人 千人 千人 ％

 輸 送 人 員

定    期 186,929 185,539 △ 1,390 △ 0.7

定 期 外 148,574 145,560 △ 3,014 △ 2.0

計 335,503 331,099 △ 4,404 △ 1.3
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