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(百万円未満切捨て)

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)

(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3四半期

百万円

401,342

％

△4.0

百万円

31,536

％

△5.1

百万円

23,811

％

△1.2

百万円

13,698

％

3.5

21年3月期第3四半期 418,253 ― 33,236 ― 24,111 ― 13,234 ―

 
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3四半期

円 銭

18.81

円 銭

―

21年3月期第3四半期 18.15 ―

 

(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3四半期

百万円

1,303,761

百万円

212,755

％

16.1

円 銭

287.88

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3四半期  209,625百万円　　　　　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 530,000 △4.5 30,000 △11.1 19,000 △10.6 12,000 16.0 16.48

(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、５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、５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3四半期 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3四半期   8,815,212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3四半期 728,399,659株  21年3月期第3四半期 729,101,965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、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３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）のわが国経済は、輸出の

増加傾向が続いている一方で、低水準な企業収益を背景に民間設備投資が停滞したほか、雇用・

所得環境の深刻な情勢が続き、個人消費も伸び悩むなど、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4,013億４千２百万円と、

前年同期に比べ169億１千１百万円の減少（前年同期比4.0％減）となり、また、営業利益は315億

３千６百万円と、前年同期に比べ17億円の減少（前年同期比5.1％減）となりました。経常利益に

ついても238億１千１百万円と、前年同期に比べ３億円の減少（前年同期比1.2％減）となりまし

たが、四半期純利益は固定資産除却損の減少などによる特別損益の改善により、136億９千８百万

円と、前年同期に比べ４億６千３百万円の増加（前年同期比3.5％増）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

運輸業では、鉄道事業において景気低迷に伴い輸送人員が減少したことに加え、バス事業に

おいても、同様に景気低迷の影響を受け輸送人員が減少したほか、原油価格下落に伴い石油販

売が減少したことから、それぞれ減収となりました。この結果、営業収益は1,275億８千９百万

円と、前年同期に比べ39億４千９百万円の減少（前年同期比3.0％減）となりました。営業利益

につきましては、各社において費用の削減に努めましたが、減収を補うことができず、222億７

千２百万円と、前年同期に比べ４億９千８百万円の減少（前年同期比2.2％減）となりました。

流  通  業

流通業では、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1,751億５千４百

万円と、前年同期に比べ141億１千２百万円の減少（前年同期比7.5％減）となりました。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、３億５千４百万円と、前年同期

に比べ14億１千５百万円の減少（前年同期比80.0％減）となりました。

不　動　産　業

不動産業では、賃貸業はほぼ前年並みの収入となりましたが、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534億７千４百万円と、前年同期に比べ50

億６千３百万円の増加（前年同期比10.5％増）、営業利益につきましても95億８千５百万円と、

前年同期に比べ９億５千８百万円の増加（前年同期比11.1％増）となりました。

そ　の　他　の　事　業

その他の事業では、「ハイアットリージェンシー東京」をはじめとしたホテル業のほか、レ

ストラン飲食業などにおいて景気低迷の影響を受けたことにより、営業収益は713億２千６百万

円と、前年同期に比べ42億４千７百万円の減少（前年同期比5.6％減）となりました。また、営

業利益につきましては、ホテル業が低調に推移したことに伴い、７億７千１百万円の損失を計

上いたしました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）全般の状況

当第３四半期連結会計期間末における総資産は１兆3,037億６千１百万円となり、前連結会計

年度末と比べ59億７千７百万円減少いたしました。これは、借入金の返済に伴う現金及び預金

の減少が主な要因であります。また、負債の部は１兆910億５百万円となり、前連結会計年度末

と比べ154億５千８百万円減少いたしましたが、こちらも借入金の返済を進めたことによるもの

であります。

純資産の部は、2,127億５千５百万円となり、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94億８千１百万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３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31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256億４千５百万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、652億６千６百万円の資金収入となりました。前年同期に比べ

338億５千万円の資金収入の増加となりましたが、これは不動産業で分譲販売が増加したことに

より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、529億７百万円の資金支出となりました。前年同期に

比べ57億３千４百万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、借入金の返済を進めたことなどにより、240億５千３

百万円の資金支出となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ116億

９千５百万円減少し、196億６千７百万円となりました。

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３四半期までの業績などを踏まえ平成21年10月29日に

公表しました業績予想を変更いたしております。

第４四半期の業況は、依然として国内景気に回復の兆しが見えないなか、雇用・所得環境の低

迷、またそれに伴う個人消費の伸び悩みが見込まれることから、引き続き厳しい事業環境が継続

する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、5,300億円（前期比

4.5％減）と従来の予想より120億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

用の減少を見込む運輸業を除く各セグメント（流通業、不動産業、その他の事業）において見通

しを引き下げ、300億円（前期比11.1％減）と20億円引き下げるほか、経常利益については190億

円（前期比10.6％減）と15億円引き下げております。

しかしながら、当期純利益については、本日別途公表しておりますとおり、当社が所有する「東

京オペラシティビル」の持分の売却により特別損益の改善を見込むため、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。

業績予想の詳細につきましては、12ページ「６．その他の情報（参考２）」をご参照ください。

また、「東京オペラシティビル」の持分の売却につきましては、本日公表しております「固定

資産の譲渡及び特別利益の発生に関するお知らせ」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。
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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）

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 19,768 31,523

受取手形及び売掛金 21,438 21,256

有価証券 10 10

商品及び製品 12,936 11,680

分譲土地建物 36,234 42,727

仕掛品 1,064 619

原材料及び貯蔵品 1,647 1,412

その他 34,288 31,966

貸倒引当金 △171 △187

流動資産合計 127,218 141,009

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 498,347 505,353

機械装置及び運搬具（純額） 70,645 73,647

土地 371,809 361,805

建設仮勘定 121,822 110,256

その他（純額） 13,784 15,573

有形固定資産合計 1,076,408 1,066,637

無形固定資産   

のれん 5,246 6,632

その他 13,368 14,056

無形固定資産合計 18,614 20,688

投資その他の資産   

投資有価証券 54,802 53,899

その他 27,559 28,360

貸倒引当金 △842 △856

投資その他の資産合計 81,520 81,402

固定資産合計 1,176,543 1,168,728

資産合計 1,303,761 1,309,738



（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 26,650 28,079

短期借入金 219,824 204,586

1年以内償還社債 40,000 45,000

未払法人税等 8,522 1,408

前受金 45,779 37,153

賞与引当金 4,511 7,578

商品券等引換引当金 715 837

その他の引当金 119 114

その他 80,816 92,265

流動負債合計 426,938 417,025

固定負債   

社債 175,000 165,000

長期借入金 235,720 270,241

鉄道・運輸機構長期未払金 119,109 123,394

退職給付引当金 31,742 29,783

受託工事長期前受金 19,930 14,571

その他 57,889 58,248

固定負債合計 639,392 661,239

特別法上の準備金   

特定都市鉄道整備準備金 24,675 28,200

特別法上の準備金合計 24,675 28,200

負債合計 1,091,005 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 80,302 70,996

自己株式 △4,835 △4,535

株主資本合計 194,400 185,395

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,979 15,591

土地再評価差額金 △754 △754

評価・換算差額等合計 15,225 14,837

少数株主持分 3,130 3,040

純資産合計 212,755 203,274

負債純資産合計 1,303,761 1,309,738



（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 418,253 401,342

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 310,941 299,805

販売費及び一般管理費 74,076 70,001

営業費合計 385,017 369,806

営業利益 33,236 31,536

営業外収益   

受取利息 41 26

受取配当金 1,237 1,033

持分法による投資利益 352 498

環境対策費用戻入益 － 715

雑収入 1,836 1,515

営業外収益合計 3,467 3,789

営業外費用   

支払利息 10,788 10,334

雑支出 1,802 1,179

営業外費用合計 12,591 11,513

経常利益 24,111 23,811

特別利益   

固定資産売却益 112 197

工事負担金等受入額 1,329 1,220

特定都市鉄道整備準備金取崩額 3,525 3,525

その他 458 435

特別利益合計 5,424 5,378

特別損失   

固定資産売却損 80 76

固定資産圧縮損 1,107 1,125

固定資産除却損 3,142 2,240

その他 467 101

特別損失合計 4,798 3,544

税金等調整前四半期純利益 24,738 25,645

法人税、住民税及び事業税 6,857 10,106

法人税等調整額 4,318 1,608

法人税等合計 11,175 11,714

少数株主利益 329 233

四半期純利益 13,234 13,698



（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 24,738 25,645

減価償却費 43,314 43,107

減損損失 258 40

のれん償却額 1,490 1,475

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,625 △3,066

退職給付引当金の増減額（△は減少） △61 1,958

貸倒引当金の増減額（△は減少） △581 △30

商品券等引換引当金の増減額（△は減少） △183 △122

受取利息及び受取配当金 △1,278 △1,060

支払利息 10,788 10,334

持分法による投資損益（△は益） △352 △498

環境対策費用戻入益 － △715

工事負担金等受入額 △1,329 △1,220

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） △3,525 △3,525

固定資産売却損益（△は益） △32 △121

固定資産除却損 2,207 1,853

固定資産圧縮損 1,107 1,125

たな卸資産評価損 481 316

売上債権の増減額（△は増加） 99 △177

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,660 4,105

仕入債務の増減額（△は減少） △1,086 △1,593

その他 △15,717 △1,594

小計 50,051 76,236

利息及び配当金の受取額 1,416 1,199

利息の支払額 △9,479 △9,284

法人税等の支払額 △10,571 △2,884

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,415 65,266

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 △1,084 △3,032

投資有価証券の売却による収入 235 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 △63,375 △70,019

有形固定資産の売却による収入 955 336

受託工事前受金の受入による収入 10,162 10,900

鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 3,963 5,358

その他 300 357

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,172 △52,907



（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) 

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） 18,841 △4,256

長期借入れによる収入 12,844 3,400

長期借入金の返済による支出 △19,533 △18,426

社債の発行による収入 45,000 35,000

社債の償還による支出 △10,000 △30,000

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 △4,243 △4,226

自己株式の取得による支出 △1,438 △351

その他 △1,022 △1,132

財務活動によるキャッシュ・フロー 36,506 △24,053

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） 20,749 △11,695

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 40,526 19,667



（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）

 
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 128,775 187,077 44,139 58,260 418,253 ― 418,253

(2) セグメント間の内部営業収益
又は振替高

2,762 2,188 4,272 17,313 26,537 (26,537) ―

計 131,538 189,266 48,411 75,574 444,791 (26,537) 418,253

営業利益又は営業損失(△) 22,770 1,769 8,626 △119 33,046 (△189) 33,236

 

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）

 
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 125,265 173,022 48,619 54,434 401,342 ― 401,342

(2) セグメント間の内部営業収益
又は振替高

2,323 2,132 4,855 16,892 26,202 (26,202) ―

計 127,589 175,154 53,474 71,326 427,545 (26,202) 401,342

営業利益又は営業損失(△) 22,272 354 9,585 △771 31,440 (△95) 31,536

(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３四半期連結累計期間）
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３四半期連結累計期間の「その他の事業」の営業収益は2,746百万円増

加し、営業利益は129百万円減少しております。

 

【所在地別セグメント情報】

(前第３四半期連結累計期間、当第３四半期連結累計期間)

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３四半期連結累計期間、当第３四半期連結累計期間)

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。

－ 1 －



６．その他の情報

（参考１）鉄道事業運輸成績（個別）

科　　目
当第３四半期

自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日

前第３四半期
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

増減率

 

旅客運輸収入

百万円

 

百万円

 

％

 

定期 33,396 33,659 △0.8

定期外 50,909 52,225 △2.5

計 84,305 85,885 △1.8

 

輸送人員

千人

 

千人

 

％

 

定期 331,770 334,079 △0.7

定期外 209,385 213,062 △1.7

計 541,155 547,141 △1.1

（参考２）平成22年３月期の連結業績予想

①　対平成21年３月期実績比較

科　　目
平成22年３月期(予想)
自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

平成21年３月期（実績）
自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

増減

金額 増減率

 

営業収益

百万円

 

百万円

 

百万円

 

％

 

運輸業 168,000 172,199 △4,199 △2.4

流通業 231,100 250,784 △19,684 △7.8

不動産業 70,100 66,991 3,108 4.6

その他の事業 96,600 103,111 △6,511 △6.3

計 565,800 593,087 △27,287 △4.6

消去 35,800 38,328 △2,528 △6.6

連結 530,000 554,759 △24,759 △4.5

営業利益     

運輸業 21,400 24,135 △2,735 △11.3

流通業 0 1,785 △1,785 △100.0

不動産業 10,400 8,505 1,894 22.3

その他の事業 △2,100 △945 △1,154 ―

計 29,700 33,480 △3,780 △11.3

消去 △300 △256 △43 ―

連結 30,000 33,736 △3,736 △11.1

経常利益 19,000 21,255 △2,255 △10.6

当期純利益 12,000 10,340 1,659 16.0

－ 2 －



②　対第２四半期決算発表時点比較

科　　目
平成22年３月期(予想)
第３四半期決算発表時点
(平成22年２月10日発表)

平成22年３月期(予想)
第２四半期決算発表時点
(平成21年10月29日発表)

増減

金額 増減率

 

営業収益

百万円

 

百万円

 

百万円

 

％

 

運輸業 168,000 168,700 △700 △0.4

流通業 231,100 238,700 △7,600 △3.2

不動産業 70,100 72,800 △2,700 △3.7

その他の事業 96,600 97,900 △1,300 △1.3

計 565,800 578,100 △12,300 △2.1

消去 35,800 36,100 △300 △0.8

連結 530,000 542,000 △12,000 △2.2

営業利益     

運輸業 21,400 20,900 500 2.4

流通業 0 1,400 △1,400 △100.0

不動産業 10,400 10,700 △300 △2.8

その他の事業 △2,100 △1,300 △800 ―

計 29,700 31,700 △2,000 △6.3

消去 △300 △300 ― ―

連結 30,000 32,000 △2,000 △6.3

経常利益 19,000 20,500 △1,500 △7.3

当期純利益 12,000 12,000 ― 0.0

 

 

 

 

－ 3 －
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