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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 269,841 △1.0 13,505 △14.2 7,939 △21.2 7,022 19.8
21年3月期 272,471 △3.0 15,736 △23.1 10,079 △31.2 5,863 △25.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 16.49 ― 16.7 1.5 5.0
21年3月期 13.91 ― 14.8 1.9 5.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 555,696 47,739 8.5 110.86
21年3月期 532,094 39,763 6.9 88.93

（参考） 自己資本   22年3月期  47,330百万円 21年3月期  36,578百万円

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 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 26,534 △40,805 8,817 8,530
21年3月期 14,878 △17,973 4,277 13,983

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 2,093 36.0 5.3
22年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 2,135 30.3 5.0
23年3月期 

（予想）
― 2.50 ― 2.50 5.00 37.0

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

131,440 3.0 6,930 19.4 3,970 25.2 2,910 308.2 6.82

通期 264,510 △2.0 15,130 12.0 9,250 16.5 5,770 △17.8 13.51
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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）  有  

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 相鉄不動産株式会社 ）

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 427,477,495株 21年3月期 427,477,495株
② 期末自己株式数 22年3月期  527,681株 21年3月期  16,145,837株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 25,372 △45.8 2,648 △74.6 △297 ― △14 ―
21年3月期 46,797 5.0 10,428 18.9 6,443 49.1 10,511 208.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △0.03 ―
21年3月期 24.93 ―

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 423,281 73,895 17.5 173.08
21年3月期 411,266 69,041 16.8 167.85

（参考） 自己資本 22年3月期  73,895百万円 21年3月期  69,041百万円

※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、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、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異な
る場合があります。なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、５ページをご覧ください。 
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（１）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当期のわが国経済は、政府による各種対策の効果もあって個人消費に持ち直しの動きが見られるものの、雇用情勢

や所得環境は依然として厳しく、設備投資も引き続き低水準となる等、景気は厳しい状況のまま推移いたしました。

このような情勢下におきまして、当社グループにおける当期の営業収益は2,698億４千１百万円（前期比1.0％

減）、営業利益は135億５百万円（前期比14.2％減）、経常利益は79億３千９百万円（前期比21.2％減）、当期純利

益は70億２千２百万円（前期比19.8％増）を計上するにいたりました。 

なお、平成20年７月８日付国土交通省による「六会コンクリート㈱が出荷したレディーミクストコンクリートは

JIS規格に適合していない」との発表を受け調査の結果、当該コンクリートに関係する取引または使用が当社グルー

プ内の流通業、不動産業、レジャー・サービス業で判明しておりますが、過年度において引渡を行いました分譲物件

のうち合意解約契約を締結したものにつきましては、前期損益修正損として特別損失に計上いたしました。 

相鉄グループでは、激変する経営環境に迅速に対応する強靭な連結経営体制の構築を進めており、平成21年４月８

日には、相鉄ローゼン㈱におけるスーパーマーケット事業の強化を目的として、当社は株式交換により同社を完全子

会社といたしました。更に、将来的な純粋持株会社体制への移行を視野に入れ、当社が鉄道事業に関して有していた

一切の権利義務を平成21年９月16日に当社の完全子会社である相鉄準備会社㈱に会社分割により承継いたしました。

これに伴い、同日付けで当社は「相鉄ホールディングス㈱」に、相鉄準備会社㈱は「相模鉄道㈱」に、それぞれ商号

を変更いたしました。また、平成22年１月１日には、相鉄不動産㈱が不動産分譲業、居住系賃貸業及び別荘業に関し

て有する一切の権利義務を会社分割により当社の完全子会社である相鉄都市開発㈱へ承継させる一方、面的開発整備

事業については㈱相鉄アーバンクリエイツに吸収合併し、沿線価値の向上を実現する体制を整備いたしました。これ

に伴い、同日付けで相鉄都市開発㈱は「相鉄不動産㈱」に商号を変更いたしました。 

各セグメント別の状況は以下のとおりであります。  

  

ａ．運輸業 

鉄道事業及び自動車事業を中心としております。 

鉄道事業では、輸送面におきましては、ダイヤ改正を実施したほか、新型車両11000系３編成（30両）を導入い

たしました。施設面におきましては、いずみ野駅（横浜市泉区）にエレベーター２基を新設する等バリアフリー化

の推進を図ったほか、横浜駅１階イメージアップ工事が竣工し、横浜駅１階コンコース及び平沼橋駅（横浜市西

区）において駅構内の案内サインを全面改良する等、サービスの向上と「人にやさしい」駅づくりに努めました。

安全面におきましては、海老名駅ホーム拡幅工事が竣工したほか列車の運行管理システム及び電力管理システムを

改修し、より一層の列車運行の安全度向上に努めるとともに、軌道強化、法面改良工事並びに駅及び車両センター

の耐震補強工事を行い、災害対策に努めました。 

また、相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差工事につきましては、昨年秋に仮下り線への線路切替え

を完了いたしました。今後も鋭意推進してまいります。 

ＪＲ線及び東急線との相互直通運転計画につきましては、平成21年10月20日に国土交通省より相鉄・ＪＲ直通線

の工事施行認可を受け、平成22年３月25日に起工式を挙行いたしました。東急線との直通線につきましても着工に

必要な各種手続きを進めております。 

営業面におきましては、「平成22年２月22日全駅記念入場券」や「横浜瀬谷八福神めぐり往復割引乗車券」等を

発売したほか「ゆめきぼ切符キャンペーン」を開催いたしました。 

自動車事業では、当社と相鉄バス㈱において環境にやさしいアイドリングストップ機能のついた低床のワンステ

ップバスとノンステップバス18両を導入いたしました。 

運輸業全体における当期の営業収益は、405億１千１百万円（前期比3.7％減）、営業利益は、主に鉄道事業にお

ける収入減少により51億８千７百万円（前期比8.3％減）となりました。 

  

ｂ．建設業 

相鉄建設㈱を中心としており、各社とも引続き事業環境が厳しい中にあって、営業力の強化等に努めました。 

建設業全体における当期の営業収益は、主に完成工事高の増加により267億２千６百万円（前期比38.2％増）と

なりましたが、７千９百万円の営業損失（前期は７百万円の営業損失）となりました。 

  

１．経営成績
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ｃ．流通業 

相鉄ローゼン㈱のスーパーマーケット業、相鉄流通サービス㈱及び㈱イストの流通事業、相鉄興産㈱の砂利類販

売業・商事業を中心としております。 

相鉄ローゼン㈱におきましては、「薬師台店」（東京都町田市）を開業するとともに、「いずみ野店」（横浜市

泉区）をはじめ既存店20店舗の活性化を実施する等、事業基盤の拡充に努めました。また、「希望が丘店」（横浜

市旭区）をはじめ19店舗において営業時間の延長を実施し、うち、「たいら店」（川崎市宮前区）をはじめ２店舗

において24時間営業を実施する等、利便性の向上に努めるとともに、毎月１日に価値ある商品を価値ある価格にて

豊富に取り揃えてご提供する「ローゼン市」を６月から全店舗において開始し、営業力の強化を図りました。さら

に、店舗運営、物流及び組織の効率化を推進し、徹底したコスト削減に努めました。 

相鉄流通サービス㈱及び㈱ムーンにおきましては、小田急相模原駅前に「カラオケムーン小田急相模原店」、桜

木町駅前に「カラオケムーン桜木町店」を開業し、事業基盤を拡充いたしました。また、相鉄流通サービス㈱及び

㈱イストにおきましては、既存の駅売店の活性化を実施し、収益力の向上に努めました。 

相鉄興産㈱他の各社におきましても、競争が激化する等厳しい事業環境の中、積極的な営業活動に努めました。

流通業全体における当期の営業収益は、主に相鉄ローゼン㈱や相鉄興産㈱における減収により1,205億５千５百

万円（前期比11.6％減）となり、営業損失は１億２千２百万円（前期は２千２百万円の営業利益）となりました。

  

ｄ．不動産業 

相鉄不動産㈱及び相鉄不動産販売㈱の不動産分譲業並びに㈱相鉄アーバンクリエイツ、㈱相鉄ビルマネジメント

の不動産賃貸業を中心としております。 

不動産分譲業では、集合住宅及び戸建住宅を合計919戸分譲いたしました。集合住宅では、「グレーシアガーデ

ン弥生台」（横浜市泉区）、「グレーシアガーデン湘南みずき」（神奈川県茅ヶ崎市）及び「YOKOHAMA ALL PARKS

（ヨコハマオールパークス）」（横浜市鶴見区）等、戸建住宅では、早川城山住宅地（神奈川県綾瀬市）、「湘南

みずきTHOUSAND VILLAGE（サウザンドビレッジ）」（神奈川県茅ヶ崎市）及び「ル・アージュ横浜鴨居」（横浜市

神奈川区）、「ラフィネガーデンセンター南」（横浜市都筑区）等が主要な物件であります。 

㈱相鉄アーバンクリエイツ及び㈱相鉄ビルマネジメントの不動産賃貸業では、「相鉄南幸第４ビル」が竣工し営

業を開始するとともに、東京都内においてオフィスビル２棟を取得するなど事業基盤の拡充に努めました。また、

横浜駅西口の「相鉄ジョイナス」において１階の活性化工事が竣工したほか、「ザ・ダイヤモンド」をはじめとし

た各ショッピングセンターにおきましても、魅力あるテナントを誘致する等、収益力の向上に努めました。 

不動産業全体における当期の営業収益は、主に分譲業における引渡戸数の増加により694億１千５百万円（前期

比12.7％増）となりましたが、営業利益は主に分譲業における原価率の上昇等により81億５百万円（前期比16.3％

減）となりました。 

  

ｅ．レジャー・サービス業 

相鉄企業㈱のビルメンテナンス業、相鉄ホテル㈱のホテル業、㈱相鉄エージェンシーの広告代理業を中心として

おります。 

相鉄企業㈱のビルメンテナンス業におきましては、事業者間の受注競争が激化する厳しい事業環境の中、新規物

件を受注し営業基盤の拡大を図ったほか、業務の効率化を推進し、良質かつ安定したサービスの提供に努めまし

た。 

「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」を運営している相鉄ホテル㈱におきましては、各種設備の更新を行

ったほか、講演会をはじめとしたさまざまなイベントを開催し、集客力及び収益力の向上に努めました。 

㈱相鉄エージェンシー他の各社におきましても、厳しい事業環境の中で業績向上に向けて積極的な営業活動を展

開いたしました。 

レジャー・サービス業全体における当期の営業収益は384億６千７百万円（前期比2.6％減）、営業利益は４億６

千６百万円（前期比7.8％増）となりました。 
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② 次期の見通し 

次期の国内景気は、緩やかな回復基調にはあるものの厳しい雇用・所得環境を背景として個人消費は伸び悩みが予

想されるなど、全般的に予断を許さない厳しい状況は続くものと思われます。 

このような状況の中、当社グループでは、より堅固な経営基盤の構築と業績の向上に向けてグループ一丸となって

努めてまいります。次期の見通しにつきましては、営業収益は2,645億１千万円（前期比2.0％減）、営業利益は151

億３千万円（前期比12.0％増）、経常利益は92億５千万円（前期比16.5％増）、当期純利益は57億７千万円（前期比

17.8％減）を予想しております。営業収益では、主に流通業における商品取扱量の減少や建設業における完成工事高

の減少による減収を、営業利益では、主に不動産業における利益率の改善等による増益を見込んでおります。 

なお、各セグメント別の見通しは以下のとおりであります。  

  

（２）財政状態に関する分析 

① 総資産、負債及び純資産の状況に関する分析 

総資産は、有形固定資産等の取得等により236億２百万円増加し、5,556億９千６百万円となりました。 

負債は、無担保社債の発行等により156億２千６百万円増加し、5,079億５千７百万円となりました。なお、有利子

負債の残高は、借入金・社債合わせまして3,535億４千万円となり、178億６千２百万円増加いたしました。 

純資産は、株式交換による自己株式の減少及び当期純利益の計上による利益剰余金の増加等により、79億７千５百

万円増加し、477億３千９百万円となりました。なお、自己資本比率は8.5％、１株当たり純資産は110円86銭となり

ました。 

   

② キャッシュ・フローの状況に関する分析  

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末に比べ54

億５千２百万円減少し、85億３千万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれら

の要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動による資金の増加は、265億３千４百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益72億４千２

百万円、減価償却費168億２百万円等によるものであります。 

    (単位：百万円）

  売上高 営業利益 

運輸業  40,070  5,210

建設業  21,510  40

流通業  116,960  △60

不動産業  67,680  9,020

レジャー・サービス業  39,240  570

連結調整（消去等）  △20,950  350

合  計  264,510  15,130

       (単位：百万円）

  平成21年3月期 平成22年3月期 増減額 

総資産           532,094  555,696  23,602

負債 492,330  507,957  15,626

純資産  39,763  47,739  7,975

       (単位：百万円）

  平成21年3月期 平成22年3月期 増減額 

営業活動によるキャッシュ・フロー       14,878  26,534  11,656

投資活動によるキャッシュ・フロー  △17,973  △40,805  △ 22,831

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,277  8,817  4,540

現金及び現金同等物の期末残高  13,983  8,530  △ 5,452
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は、408億５百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出399億７千

１百万円等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） 

財務活動による資金の増加は、88億１千７百万円となりました。これは主に借入金の純減額75億４千９百万円、社

債の発行による収入367億６千９百万円、社債の償還による支出115億８千８百万円等によるものであります。 

  

  （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利息の支払額  

      

① 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  

② 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。  

③ 営業活動によるキャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利息を支払っている

すべての負債を対象としております。また、利息の支払額については、連結キャッシュ・フロー計算書の

利息の支払額を使用しております。  

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、相鉄グループは中核事業として鉄道事業を有する公益性の高い業種であり、長期にわた

る健全経営が望まれることから、安定した配当を継続して行うことを基本方針としております。 

この方針に基づき、当期における剰余金の配当につきましては、期末配当金として１株当たり２円50銭（中間配当

金２円50銭を含む年間配当金につきましては１株当たり５円）を予定しております。 

また、次期における剰余金の配当につきましても、当期と同様に１株当たり５円（中間配当金２円50銭、期末配当

金２円50銭）を予定しております。 

なお、内部留保資金につきましては、有利子負債の返済に優先的に充当するほかグループ内における設備投資等の

資金需要に備える所存でありますが、これは将来の利益を確保しつつ、且つ、長期的に安定した配当に寄与するもの

と考えております。 

  

  平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率（％）  10.6  9.6  8.1  6.9  8.5

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
 31.7  32.5  32.6  30.7  30.3

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率（年） 
 11.5  10.0  14.1  22.6  13.3

インタレスト 

・カバレッジ・レシオ（倍） 
 4.4  4.8  3.3  2.4  4.3
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当社グループは、当社及び子会社計36社で構成されております。 

当社グループにおいて営んでいる事業の内容及びその主な会社名は次のとおりです。 

なお、各区分は事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

  

（１）運輸業(５社) 

（２）建設業(３社) 

（３）流通業(９社) 

（４）不動産業(６社) 

（５）レジャー・サービス業(13社) 

 （注）１ 上記(A)～(D)は、以下の内容の会社であります。 

(A)当社が施設を賃貸している会社 

(B)当社が施設を賃借している会社 

(C)当社が業務を委託している会社 

(D)当社が業務を受託している会社 

２ 平成21年４月10日付で、相鉄都市開発㈱を新たに設立いたしました。なお、平成22年１月１日付で、㈱相鉄

アーバンクリエイツは相鉄不動産㈱を吸収合併すると共に、相鉄都市開発㈱は相鉄不動産㈱に商号変更して

おります。 

３ ㈱相商は、平成21年８月１日付で、相鉄フードサービス㈱及び㈱相販を吸収合併すると共に、商号を㈱相鉄

リテールサービスに変更しております。 

４ 平成21年８月11日付で、㈱相鉄リビングサポートを新たに設立いたしました。 

５ 当社は、平成21年９月16日付で、会社分割により当社の鉄道事業を相鉄準備会社㈱に承継すると共に、当社

は相鉄ホールディングス㈱に、相鉄準備会社㈱は相模鉄道㈱にそれぞれ商号変更しております。 

２．企業集団の状況

事業の内容 主な会社名 

鉄道事業 相模鉄道㈱ 

自動車事業 当社、相鉄バス㈱(A)(D) 

タクシー業 相鉄自動車㈱(A) 

  その他１社 

事業の内容 主な会社名 

建設業 相鉄建設㈱、日本都市整備㈱、相鉄ホーム㈱ 

事業の内容 主な会社名 

スーパーマーケット業 相鉄ローゼン㈱ 

砂利類販売・商事業 相鉄興産㈱(A) 

流通事業 相鉄流通サービス㈱、㈱イスト 

  その他５社 

事業の内容 主な会社名 

不動産分譲業 相鉄不動産㈱、相鉄不動産販売㈱ 

不動産賃貸業 ㈱相鉄アーバンクリエイツ(A)(B)、㈱相鉄ビルマネジメント(B) 

  その他２社 

事業の内容 主な会社名 

ホテル業 相鉄ホテル㈱、相鉄イン㈱ 

スポーツ施設業 相鉄ゴルフ㈱(A) 

広告代理業 ㈱相鉄エージェンシー(C) 

有線テレビジョン放送業 横浜ケーブルビジョン㈱(A) 

熱供給業 横浜熱供給㈱ 

人材派遣業 第一相美㈱ 

その他サービス業 相鉄ビジネスサービス㈱(C) 

ビルメンテナンス業 相鉄企業㈱(C)、第一相美㈱ 

自動車整備業 相鉄自動車工業㈱ 

保育事業 相鉄アメニティライフ㈱ 

  その他２社 
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（１）経営の基本方針 

 相鉄グループは、運輸業・不動産業・流通業を中心とした企業グループとして、地域社会のお客様に対し、生活に

密着したサービスやお客様のニーズを的確に捉えた裾野の広い各種サービスを提供するとともに、その高度化に努め

ることにより地域社会の発展に貢献することをめざしております。  

  

（２）目標とする経営指標 

 当社は、平成16年３月期に実施した過去の負の資産の処理等で発生した連結欠損金の平成23年３月期での解消を

目標としており、この達成に全力を挙げてまいります。また、今後は横浜駅西口や沿線地域の開発の積極的展開によ

り設備投資が活発化することが予想されますが、有利子負債の削減は引き続き重要な経営課題と認識しており、有利

子負債／EBITDA倍率９倍以内の水準の達成をめざしてまいります。 

  

（３）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

相鉄グループは、激変する経営環境に迅速に対応して強靭なグループ経営体制を構築することを目的に、平成17年

４月をもって当社を事業持株会社とする新しいグループ経営体制（持株会社体制）へ移行し、グループ再編を推進し

てまいりました。当年度においては、このグループ経営体制の一層の強化をめざし、平成21年９月16日をもって当社

が保有しておりました鉄道事業を分社するとともに、不動産事業の再編を実施いたしました。更に、平成22年度秋を

目途として当社に残る自動車事業を分社する方向で現在労働組合と交渉中であり、この分社が実現すると当社は純粋

持株会社となり、純粋持株会社体制への移行を 終目標として取り組んでまいりました相鉄グループ新経営管理体制

の構築が完了いたします。 

この新しいグループ経営体制のもと、相鉄グループは、「快適な暮らしをサポートする事業を通じてお客様の喜び

を実現し、地域社会の豊かな発展に貢献する」という相鉄グループ「基本理念」に則り、経営の普遍的価値観を(1)

徹底したお客様視点の実践 (2)グループ連結利益の 大化 (3)活力ある企業風土の醸成 (4)よりよい社会への貢献、

の４項目に集約し「経営姿勢」として掲げ、各社の自己責任の原則による自立経営を推進するとともに相互の連携を

強化し、お客様をはじめとするすべてのステークホルダー、そして株主様の期待に応えるべく努力してまいります。

相鉄グループの中長期の経営課題は以下のとおりであります。 

  

① 強固なグループ経営体制の構築  

持株会社（当社）は、相鉄グループのグループ本社として、グループ総合戦略の立案、グループ経営資源の 適

配分、各事業会社のモニタリング及び既存の事業会社の枠にあてはまらない新規事業の開発等の業務を行い、グル

ープ利益の 大化をめざします。本年秋に予定しております当社自動車事業の分社が実施されることにより当社は

純粋持株会社となり、グループ本社としての機能を更に高めてまいります。併せて、持株会社組織のスリム化を図

り、効率的運営に努めてまいります。  

また、各事業会社は、その事業の執行に関して所定の事業の枠組みや資金枠等の範囲内において意思決定権限を

持ち、自己責任経営と自立経営の原則のもと、各事業会社の利益の 大化を図ります。この両者の機能分担によ

り、グループ価値の 大化を推進いたします。  

  

② 沿線価値及び相鉄ブランド価値の向上  

横浜駅西口及び当社線沿線エリアを主たる活動領域とし、引き続き「相鉄ジョイナス」を中心とした横浜駅西口

エリアの活性化を推進するほか、沿線の開発による事業基盤の拡大を積極的に検討してまいります。流通業の中核

会社である相鉄ローゼン㈱におきましては、平成20年11月に当社、相鉄ローゼン㈱及び丸紅㈱の３社で締結いたし

ました業務提携契約のもと、同社のスーパーマーケット事業の経営改革を進めており、よりお客様に支持される魅

力のあるスーパーマーケットに再生することによって沿線価値及び相鉄ブランド価値の向上に大いに寄与すべく、

更なる経営改革を推進してまいります。 

大の沿線価値向上策である鉄道の利便性の向上につきましては、都市鉄道等利便増進法に基づき、東日本旅客

鉄道㈱及び東京急行電鉄㈱との相互直通運転実施に関する速達性向上計画が国土交通省より正式に認定を受けてお

ります。これは、相鉄線西谷駅からＪＲ東日本東海道貨物線横浜羽沢駅付近までの約2.7キロメートルの連絡線及

び同横浜羽沢駅付近から東急東横線日吉駅までの約10.0キロメートルの連絡線を利用し、相鉄線とＪＲ線及び相鉄

線と東急線との相互直通運転を行おうとするものであり、相互直通運転に必要な相鉄線内における諸施設及び車両

の改修等を進めているほか、必要な行政手続等を推進しております。ＪＲ線との相互直通運転については、都市計

画決定が告示される等、着工に必要な準備が整ったことから、平成22年３月25日に起工式を挙行し、着工いたしま

した。東急線との相互直通運転についても、早期着工に向け鋭意準備を進めております。併せて、湘南台以西への

延伸等についても研究を続けるほか、更なる沿線の活性化についてもグループを挙げて取り組んでまいります。 

３．経営方針
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③ 財務体質の改善  

事業の更なる選択と集中、キャッシュ・マネジメント・システムによるグループ内資金の有効活用、設備投資効

率の一層の重視等によりフリーキャッシュフローの増大に努め、有利子負債を圧縮いたします。 

  

④ 企業の社会的責任の遂行  

単に法令順守にとどまらず、企業の社会的責任（CSR）を全うし、我々を取り巻くすべての人々から信頼される

グループになるべく、「相鉄グループ役員・社員行動原則」を策定しております。これに基づき、CSRの主要項目

であるコンプライアンス、リスクマネジメント、環境、お客様満足（CS）、社会貢献等についてグループを挙げて

取り組んでまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,223 8,810

受取手形及び売掛金 ※2  17,980 ※2  17,547

有価証券 ※1  59 －

たな卸資産 ※7  59,611 ※7  54,892

繰延税金資産 2,063 4,463

その他 10,178 11,307

貸倒引当金 △1,053 △776

流動資産合計 103,064 96,243

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  181,045 ※1  186,674

機械装置及び運搬具（純額） ※1  15,366 ※1  17,235

土地 ※1, ※5  159,326 ※1, ※5  180,173

建設仮勘定 9,959 9,635

その他（純額） ※1  5,426 ※1  5,436

有形固定資産合計 ※3, ※4  371,124 ※3, ※4  399,154

無形固定資産   

のれん 520 3,738

借地権 ※1  1,754 ※1  1,746

その他 7,082 6,333

無形固定資産合計 9,356 11,818

投資その他の資産   

投資有価証券 8,131 ※1  9,204

長期貸付金 185 85

繰延税金資産 14,955 15,038

その他 ※1  27,836 ※1  25,441

貸倒引当金 △2,559 △1,290

投資その他の資産合計 48,548 48,479

固定資産合計 429,029 459,452

資産合計 532,094 555,696
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,964 16,972

短期借入金 ※1  74,423 ※1  67,119

1年以内償還社債 11,588 13,523

リース債務 280 480

未払法人税等 2,459 2,897

賞与引当金 2,568 2,658

店舗閉鎖損失引当金 234 165

その他の引当金 332 629

その他 ※1  40,298 ※1  39,421

流動負債合計 152,150 143,868

固定負債   

社債 75,868 99,345

長期借入金 ※1  173,798 ※1  173,553

リース債務 922 1,314

繰延税金負債 1,330 1,353

再評価に係る繰延税金負債 ※5  31,257 ※5  32,425

退職給付引当金 23,522 23,291

長期預り敷金保証金 31,891 31,796

負ののれん 122 40

その他 1,464 967

固定負債合計 340,179 364,088

負債合計 492,330 507,957

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,162 31,162

資本剰余金 22,295 22,284

利益剰余金 △5,651 △730

自己株式 △6,416 △208

株主資本合計 41,389 52,508

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,627 2,419

土地再評価差額金 ※5  △6,438 ※5  △7,597

評価・換算差額等合計 △4,811 △5,177

少数株主持分 3,185 409

純資産合計 39,763 47,739

負債純資産合計 532,094 555,696
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益 272,471 269,841

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 ※1, ※3  209,780 ※1, ※3  208,662

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  46,954 ※2, ※3  47,672

営業費合計 256,735 256,335

営業利益 15,736 13,505

営業外収益   

受取利息 175 120

受取配当金 346 240

負ののれん償却額 245 81

受託工事事務費戻入 222 126

デリバティブ評価益 － 261

雑収入 358 280

営業外収益合計 1,347 1,112

営業外費用   

支払利息 6,470 6,269

雑支出 534 407

営業外費用合計 7,004 6,677

経常利益 10,079 7,939

特別利益   

固定資産売却益 ※4  139 ※4  59

投資有価証券売却益 50 10

工事負担金等受入額 652 1,170

補助金 294 25

移転補償金 － 302

貸倒引当金戻入額 － 321

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 58

退職給付信託設定益 2,997 －

その他 122 124

特別利益合計 4,256 2,074

特別損失   

前期損益修正損 ※5  347 ※5  275

固定資産売却損 ※6  52 ※6  49

固定資産除却損 ※7  1,787 ※7  842

固定資産圧縮損 ※8  904 ※8  962

投資有価証券売却損 － 135

投資有価証券評価損 117 132

減損損失 ※9  50 ※9  150

貸倒引当金繰入額 ※10  1,509 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 234 28

その他 168 193

特別損失合計 5,173 2,771

税金等調整前当期純利益 9,163 7,242

法人税、住民税及び事業税 4,237 3,205

法人税等調整額 △402 △3,003

法人税等合計 3,835 202

少数株主利益 △535 17

当期純利益 5,863 7,022
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 31,162 31,162

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 31,162 31,162

資本剰余金   

前期末残高 22,291 22,295

当期変動額   

自己株式の処分 3 △11

当期変動額合計 3 △11

当期末残高 22,295 22,284

利益剰余金   

前期末残高 △9,401 △5,651

当期変動額   

剰余金の配当 △2,130 △2,096

土地再評価差額金の取崩 17 △5

当期純利益 5,863 7,022

当期変動額合計 3,749 4,921

当期末残高 △5,651 △730

自己株式   

前期末残高 △452 △6,416

当期変動額   

自己株式の取得 △6,025 △100

自己株式の処分 61 6,308

当期変動額合計 △5,963 6,207

当期末残高 △6,416 △208

株主資本合計   

前期末残高 43,599 41,389

当期変動額   

剰余金の配当 △2,130 △2,096

土地再評価差額金の取崩 17 △5

当期純利益 5,863 7,022

自己株式の取得 △6,025 △100

自己株式の処分 65 6,297

当期変動額合計 △2,210 11,118

当期末残高 41,389 52,508
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 6,685 1,627

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,058 792

当期変動額合計 △5,058 792

当期末残高 1,627 2,419

土地再評価差額金   

前期末残高 △7,403 △6,438

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 965 △1,159

当期変動額合計 965 △1,159

当期末残高 △6,438 △7,597

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △717 △4,811

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,093 △366

当期変動額合計 △4,093 △366

当期末残高 △4,811 △5,177

少数株主持分   

前期末残高 3,885 3,185

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △700 △2,775

当期変動額合計 △700 △2,775

当期末残高 3,185 409

純資産合計   

前期末残高 46,767 39,763

当期変動額   

剰余金の配当 △2,130 △2,096

土地再評価差額金の取崩 17 △5

当期純利益 5,863 7,022

自己株式の取得 △6,025 △100

自己株式の処分 65 6,297

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,793 △3,142

当期変動額合計 △7,003 7,975

当期末残高 39,763 47,739
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 9,163 7,242

減価償却費 15,905 16,802

減損損失 50 150

のれん償却額 283 321

負ののれん償却額 △245 △81

退職給付引当金の増減額（△は減少） △240 △230

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,292 △1,546

賞与引当金の増減額（△は減少） △149 89

その他の引当金の増減額（△は減少） 338 228

受取利息及び受取配当金 △521 △361

支払利息 6,470 6,269

工事負担金等受入額 △652 △1,170

補助金収入 △294 △25

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,079 1,423

固定資産圧縮損 904 962

投資有価証券売却損益（△は益） △50 124

投資有価証券評価損益（△は益） 117 132

退職給付信託設定損益（△は益） △2,997 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,892 856

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,586 1,984

仕入債務の増減額（△は減少） △7,973 △2,898

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △251 △193

その他 △2,277 398

小計 20,257 30,479

法人税等の支払額 △5,379 △3,945

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,878 26,534

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △130 △40

利息及び配当金の受取額 412 256

有形固定資産の取得による支出 △17,757 △39,971

有形固定資産の売却による収入 465 57

無形固定資産の取得による支出 △1,497 △1,402

投資有価証券の取得による支出 △103 △63

投資有価証券の売却による収入 82 102

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

※2  △224 －

敷金及び保証金の差入による支出 △327 △478

敷金及び保証金の回収による収入 1,084 1,093

その他 21 △359

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,973 △40,805
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

利息の支払額 △6,331 △6,221

短期借入金の純増減額（△は減少） 16,120 △16,086

長期借入れによる収入 28,560 86,381

長期借入金の返済による支出 △32,847 △77,845

社債の発行による収入 17,906 36,769

社債の償還による支出 △10,833 △11,588

配当金の支払額 △2,124 △2,094

少数株主への配当金の支払額 △73 △41

自己株式の純増減額（△は増加） △5,959 △53

その他 △140 △402

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,277 8,817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,182 △5,452

現金及び現金同等物の期首残高 12,800 13,983

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  13,983 ※1  8,530
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該当事項はありません。 

   

   

 なお、上記１～３以外は、 近の有価証券報告書(平成21年６月26日提出)における記載から重要な変更がないため開示

を省略しております。  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 すべての子会社を連結しております。 

 連結子会社の数  36社 

 主要な連結子会社の名称は、相鉄企業㈱、㈱相鉄アー

バンクリエイツ、相鉄ローゼン㈱、相鉄ホテル㈱、相鉄

不動産㈱、相鉄建設㈱、相鉄興産㈱、㈱相鉄ビルマネジ

メントです。 

 横浜地下街㈱は、平成20年４月１日付で相鉄プロパテ

ィーズ㈱を吸収合併し、商号を㈱相鉄アーバンクリエイ

ツに変更しております。 

 ㈱ムーンは、平成21年３月４日の株式取得に伴い、当

連結会計年度より連結子会社となりました。  

１ 連結の範囲に関する事項 

 すべての子会社を連結しております。 

 連結子会社の数  35社 

 主要な連結子会社の名称は、相模鉄道㈱、相鉄企業

㈱、㈱相鉄アーバンクリエイツ、相鉄ローゼン㈱、相鉄

ホテル㈱、相鉄不動産㈱、相鉄建設㈱、相鉄興産㈱、㈱

相鉄ビルマネジメントです。 

 平成21年４月10日付で、相鉄都市開発㈱を新たに設立

し、当連結会計年度より連結子会社に含めております。

なお、平成22年１月１日付で、㈱相鉄アーバンクリエイ

ツを存続会社とし相鉄不動産㈱を消滅会社とする吸収合

併を行ったことにより、相鉄不動産㈱が連結範囲から除

外されると共に、同日付で相鉄都市開発㈱を相鉄不動産

㈱に商号変更しております。 

 相鉄フードサービス㈱及び㈱相販は、平成21年８月１

日付で、㈱相商を存続会社とし相鉄フードサービス㈱及

び㈱相販を消滅会社とする吸収合併を行ったことによ

り、連結範囲から除外されております。なお、同日付で

㈱相商を㈱相鉄リテールサービスに商号変更しておりま

す。 

 平成21年８月11日付で、㈱相鉄リビングサポートを新

たに設立し、当連結会計年度より連結子会社に含めてお

ります。 

  

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、相鉄ローゼン㈱及び相栄フーズ㈱

の決算日は２月末日であり、相鉄フードサービス㈱、㈱

相商、㈱相販及び㈱葉山ボンジュールの決算日は１月末

日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸

表を使用しておりますが、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整を行っておりま

す。 

  

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、相鉄ローゼン㈱及び相栄フーズ㈱

の決算日は２月末日であり、㈱相鉄リテールサービス及

び㈱葉山ボンジュールの決算日は１月末日であります。

 連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸

表を使用しておりますが、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整を行っておりま

す。 

３ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんは、５年間で均等償却しており

ます。ただし、その金額が僅少な場合には一括償却して

おります。 

３ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却については、その投資効

果の発現する期間（５～20年）を合理的に見積り、均等

償却しております。ただし、その金額が僅少な場合には

一括償却しております。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（会計処理の変更）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

(リース取引に関する会計基準等の適用)  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会

計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会

計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会会計制

度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用し、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。ま

た、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を０とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を適用しております。 

 この変更による損益への影響は軽微であります。また、

セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

―――――――――― 

 ―――――――――― 

  

  

  

(完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更) 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負

金額一定額以上かつ工期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）を適用し、当連結会計年度に着手した工

事契約から、当連結会計年度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。 

 この変更に伴い、営業収益は 百万円増加し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ

百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は（セグメント情

報）に記載しております。 

2,582

149
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（表示方法の変更）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前連結会計年度まで掲記しておりました営業活動による

キャッシュ・フローの「のれん及び負ののれん償却額」

は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の

比較可能性を向上するため、当連結会計年度より「のれん

償却額」と「負ののれん償却額」に区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度に含まれる「のれん償却額」

「負ののれん償却額」は、それぞれ 百万円、 百万

円であります。 

418 △409

―――――――――― 

（追加情報）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

平成20年度法人税法の改正に伴い、当連結会計年度よ

り、機械装置の耐用年数を変更しております。 

これに伴い、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益がそれぞれ 百万円減少しております。 

なお、各セグメントに与える影響は(セグメント情報)に

記載のとおりであります。 

  

105

―――――――――― 

(株式交換による相鉄ローゼン㈱の完全子会社化) 

当社は、平成20年11月27日開催の取締役会決議に基づ

き、相鉄ローゼン㈱と相鉄グループ全体との協調体制を強

化し、より機動的な経営改革を実行して相鉄ローゼン㈱の

持続的な成長と発展を確実なものとすると同時に、「相

鉄」ブランド価値の向上、ひいては相鉄ローゼン㈱を含む

相鉄グループとしての企業価値向上に貢献することを目的

とし、同日付けで株式交換契約を締結いたしました。 

株式交換の概要は、以下のとおりであります。 

  

① 株式交換の内容 

当社を完全親会社とし、相鉄ローゼン㈱を完全子会社

とする株式交換。 

  

② 株式交換の日(効力発生日) 

平成21年４月８日  

  

③ 株式交換の方法 

当社は、株式交換の効力発生の直前の相鉄ローゼン㈱

の株主名簿に記載又は記録された株主(当社を除く。)に

対して、当社が所有する普通株式15,848,604株(自己株

式)を割当交付いたしました。 

―――――――――― 
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前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

④ 株式交換比率 

   

⑤ 株式交換比率の算定根拠 

本株式交換の交換比率の公正性・妥当性を期すため、

当社は大和証券エスエムビーシー㈱を、相鉄ローゼン㈱

は日興コーディアル証券㈱を別個独立に第三者算定機関

として選定し、両社はそれぞれ当該算定機関から提供を

受けた市場株価法及びディスカウンテッド・キャッシュ

フロー法による算定結果をふまえ、真摯に協議を重ね、

株式交換比率を合意・決定いたしました。 

   

⑥ 株式交換完全親会社となる会社の概要   

  

会社名  
当社 

(株式交換完全 
親会社)  

相鉄ローゼン 
株式会社 

(株式交換完全 
子会社) 

株式交換比率 1 1.2 

商号 相模鉄道株式会社 

本店所在地 
神奈川県横浜市西区北幸一丁目 

３番23号 

代表者の役職・ 

氏名 
代表取締役社長  鳥居 眞  

資本金 31,162百万円 

事業内容 
鉄道業、自動車業、流通業、 

不動産業等 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

(※１) 担保資産の内訳 

(1) 財団抵当に供されている資産(鉄道財団) 

(※１) 担保資産の内訳 

(1) 財団抵当に供されている資産(鉄道財団) 

担保資産 担保を供している債務 

資産の種類 
簿価 

(百万円)
債務の名称 

金額 
(百万円)

建物及び構築物  68,860 短期借入金  4,769

機械装置 
及び運搬具 

 8,909 長期借入金  42,147

土地  25,080   

その他 
(有形固定資産) 

 1,189   

借地権  1,158   

合計  105,199 合計  46,916

担保資産 担保を供している債務 

資産の種類 
簿価 

(百万円) 
債務の名称 

金額 
(百万円)

建物及び構築物  69,317 短期借入金  5,638

機械装置 
及び運搬具 

 11,525 長期借入金  44,009

土地  24,936   

その他 
(有形固定資産)

 975   

借地権  1,159   

合計  107,914 合計  49,647

(2) 借入金等の担保に供されている資産 (2) 借入金等の担保に供されている資産 

  

担保資産 担保を供している債務 

資産の種類 
簿価 

(百万円)
債務の名称 

金額 
(百万円)

有価証券  53 短期借入金   733

建物及び構築物  12,320
その他 
(流動負債)  

 113

機械装置 
及び運搬具 

 26 長期借入金  2,842

土地  1,051   

その他 
(有形固定資産) 

 0   

その他(投資そ
の他の資産) 

 34   

合計  13,487 合計  3,688

  

担保資産 担保を供している債務 

資産の種類 
簿価 

(百万円) 
債務の名称 

金額 
(百万円)

投資有価証券  59 短期借入金   710

建物及び構築物  11,804
その他 
(流動負債)  

 90

機械装置 
及び運搬具 

 24 長期借入金  2,132

土地  1,051   

その他 
(有形固定資産)

 0   

その他(投資そ
の他の資産) 

 34   

合計  12,974 合計  2,932

(※２) 手形信託譲渡に係る遡及義務 百万円627

      

    

(※３) 有形固定資産の減価償却累計額 

  百万円291,287

      

(※４) 有形固定資産の取得原価から直接減額した工事

負担金等の圧縮記帳累計額 百万円47,848

   

(※２) 手形信託譲渡に係る遡及義務 百万円308

      

    

(※３) 有形固定資産の減価償却累計額 

  百万円298,640

      

(※４) 有形固定資産の取得原価から直接減額した工事

負担金等の圧縮記帳累計額 百万円48,447

   

(※５) 事業用土地の再評価 

 連結子会社である相鉄興産㈱、相鉄企業㈱、㈱相

鉄アーバンクリエイツ及び相鉄ローゼン㈱は、「土

地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布

法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る

繰延税金負債」として負債の部に計上し、再評価差

額からこれを控除した金額を「土地再評価差額金」

として純資産の部に計上しております。 

(※５) 事業用土地の再評価 

 連結子会社である相鉄興産㈱、相鉄企業㈱、㈱相

鉄アーバンクリエイツ及び相鉄ローゼン㈱は、「土

地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布

法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る

繰延税金負債」として負債の部に計上し、再評価差

額からこれを控除した金額を「土地再評価差額金」

として純資産の部に計上しております。 
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前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

相鉄興産㈱ 

(1) 再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

(2) 同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10

年３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定め

る地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号

の土地課税台帳又は同11号の土地補充課税台帳に

登録されている価格に合理的な調整を行って算定

しました。 

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土

地の当期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

百万円 873

相鉄興産㈱ 

(1) 再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

(2) 同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10

年３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定め

る地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号

の土地課税台帳又は同11号の土地補充課税台帳に

登録されている価格に合理的な調整を行って算定

しました。 

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土

地の当期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

百万円 984

    

相鉄企業㈱ 

(1) 再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

(2) 同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10

年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定め

る地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定す

る地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価

額を算定するために国税庁長官が定めて公表した

方法により算定した価額に合理的な調整(奥行価

格補正等)を行って算定しました。 

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土

地の当期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

百万円 230

相鉄企業㈱ 

(1) 再評価を行った年月日 平成14年３月31日 

(2) 同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10

年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定め

る地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定す

る地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価

額を算定するために国税庁長官が定めて公表した

方法により算定した価額に合理的な調整(奥行価

格補正等)を行って算定しました。 

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土

地の当期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

百万円 227

    

相鉄ローゼン㈱ 

(1) 再評価を行った年月日 平成13年２月28日 

(2) 同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10

年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定め

る地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定す

る地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価

額を算定するために国税庁長官が定めて公表した

方法により算定した価額に合理的な調整(奥行価

格補正等)を行って算定しました。 

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土

地の当期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

  百万円(うち当社持分相当額 百万円) 

  

2,213 1,201

相鉄ローゼン㈱ 

(1) 再評価を行った年月日 平成13年２月28日 

(2) 同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10

年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定め

る地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定す

る地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価

額を算定するために国税庁長官が定めて公表した

方法により算定した価額に合理的な調整(奥行価

格補正等)を行って算定しました。 

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土

地の当期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

百万円 

  

2,389
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前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

㈱相鉄アーバンクリエイツ 

（旧横浜地下街㈱）  

(1) 再評価を行った年月日 平成12年３月31日 

(2) 同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10

年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定め

る地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定す

る地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価

額を計算するために国税庁長官が定めて公表した

方法により算定した価額に合理的な調整(奥行価

格補正等)を行って算定しました。 

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土

地の当期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

百万円 1,475

㈱相鉄アーバンクリエイツ 

（旧横浜地下街㈱）  

(1) 再評価を行った年月日 平成12年３月31日 

(2) 同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10

年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定め

る地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定す

る地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価

額を計算するために国税庁長官が定めて公表した

方法により算定した価額に合理的な調整(奥行価

格補正等)を行って算定しました。 

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土

地の当期末における時価の合計額と当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

百万円 1,570

    

（旧相鉄プロパティーズ㈱）  

(3) 再評価を行った年月日 平成13年２月28日 

(4) 同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10

年３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定め

る地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号

の土地課税台帳又は同11号の土地補充課税台帳に

登録されている価格に合理的な調整を行って算定

しました。 

（旧相鉄プロパティーズ㈱）  

(3) 再評価を行った年月日 平成13年２月28日 

(4) 同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10

年３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定め

る地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号

の土地課税台帳又は同11号の土地補充課税台帳に

登録されている価格に合理的な調整を行って算定

しました。 

    

(※７) たな卸資産の内訳   (※７) たな卸資産の内訳   

商品及び製品 百万円2,806

仕掛品 百万円3,299

原材料及び貯蔵品 百万円717

販売用不動産 百万円52,788

商品及び製品 百万円2,938

仕掛品 百万円285

原材料及び貯蔵品 百万円811

販売用不動産 百万円50,856

 (８) 貸出コミットメント 

 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と貸出コミットメント契約を締結

しております。 

 当連結会計年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高は次のとおりであります。 

 (８) 貸出コミットメント 

 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と貸出コミットメント契約を締結

しております。 

 当連結会計年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 百万円5,000

借入実行残高 百万円─

差引額 百万円5,000

貸出コミットメントの総額 百万円5,000

借入実行残高 百万円─

差引額 百万円5,000
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

(※１) 売上原価に含まれるたな卸資産の収益性の低下に

よる簿価切下額は、 百万円であります。 412

(※１) 売上原価に含まれるたな卸資産の収益性の低下に

よる簿価切下額は、 百万円であります。 977

    

(※２) 販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりです。 (※２) 販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりです。

人件費(※３の引当金繰入額

を含む) 
百万円24,192

経費(※３の引当金繰入額を

含む) 
百万円19,624

諸税 百万円1,365

減価償却費 百万円1,771

計 百万円46,954

人件費(※３の引当金繰入額

を含む) 
百万円25,104

経費(※３の引当金繰入額を

含む) 
百万円18,850

諸税 百万円1,557

減価償却費 百万円2,159

計 百万円47,672

    

(※３) 引当金繰入額等は次のとおりです。 (※３) 引当金繰入額等は次のとおりです。 

貸倒引当金 百万円726

賞与引当金 百万円2,568

その他の引当金 百万円128

退職給付費用 百万円3,046

貸倒引当金 百万円80

賞与引当金 百万円2,658

その他の引当金 百万円375

退職給付費用 百万円3,682

    

(※４) 固定資産売却益は、次のとおりであります。 (※４) 固定資産売却益は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 百万円29

機械装置及び運搬具 百万円20

土地 百万円89

無形固定資産 百万円0

計 百万円139

機械装置及び運搬具 百万円0

土地 百万円59

計 百万円59

    

(※５) 前期損益修正損は、過年度において引渡を行った

分譲物件のうち合意解約契約を締結したことによ

るものであります。 

  

(※５) 前期損益修正損は、過年度において引渡を行った

分譲物件のうち合意解約契約を締結したことによ

るものであります。 

  

(※６) 固定資産売却損は、次のとおりであります。 (※６) 固定資産売却損は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 百万円19

機械装置及び運搬具 百万円2

土地 百万円29

その他(有形固定資産) 百万円0

計 百万円52

建物及び構築物 百万円30

機械装置及び運搬具 百万円8

土地 百万円1

無形固定資産 百万円8

計 百万円49

    

(※７) 固定資産除却損は、次のとおりであります。 (※７) 固定資産除却損は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 百万円678

機械装置及び運搬具 百万円10

その他(有形固定資産) 百万円1,094

無形固定資産 百万円4

計 百万円1,787

建物及び構築物 百万円275

機械装置及び運搬具 百万円8

その他(有形固定資産) 百万円547

無形固定資産 百万円12

計 百万円842
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前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

(※８) 固定資産圧縮損は、代替資産として取得した資産

の取得原価から直接減額した金額及び補助金受入

に伴う資産の圧縮損であります。 

(※８) 固定資産圧縮損は、代替資産として取得した資産

の取得原価から直接減額した金額及び補助金受入

に伴う資産の圧縮損であります。 

  

建物及び構築物 百万円744

機械装置及び運搬具 百万円137

その他(有形固定資産) 百万円22

計 百万円904

  

建物及び構築物 百万円940

機械装置及び運搬具 百万円22

その他(有形固定資産) 百万円0

計 百万円962

(※９) 減損損失 

当社グループは、当連結会計年度において以下の

とおり減損損失を計上いたしました。 

(※９) 減損損失 

当社グループは、当連結会計年度において以下の

とおり減損損失を計上いたしました。 

(1) 減損損失を認識した主な資産 (1) 減損損失を認識した主な資産 

用途 場所 

スーパーマーケット 
店舗 

横浜市瀬谷区下瀬谷他

用途 場所 

飲食店舗他 横浜市西区南幸他 

    

(2) 減損損失の認識に至った経緯 

営業損益が悪化し短期的な業績の回復が見込まれ

ないことにより、減損損失を認識しております。

(2) 減損損失の認識に至った経緯 

営業損益が悪化し短期的な業績の回復が見込まれ

ないことにより、減損損失を認識しております。

    

(3) 減損損失の金額 (3) 減損損失の金額 

建物及び構築物 百万円14

機械装置及び運搬具 百万円1

土地 百万円27

その他(有形固定資産) 百万円0

リース資産 百万円7

計 百万円50

建物及び構築物 百万円61

機械装置及び運搬具 百万円3

その他(有形固定資産) 百万円11

無形固定資産 百万円34

リース資産 百万円38

計 百万円150

    

(4) 資産のグルーピングの方法 

物件ごとや店舗ごとなど、管理会計上の区分に従

いグルーピングしております。 

(4) 資産のグルーピングの方法 

物件ごとや店舗ごとなど、管理会計上の区分に従

いグルーピングしております。 

    

(5) 回収可能価額の算定方法 

回収可能価額として正味売却価額を適用しており

ます。正味売却価額の算定にあたっては、不動産

鑑定基準に基づく鑑定評価額もしくは固定資産税

評価額等に合理的な調整を行って算出した金額を

使用しております。 

(5) 回収可能価額の算定方法 

回収可能価額として正味売却価額を適用しており

ます。正味売却価額の算定にあたっては、不動産

鑑定基準に基づく鑑定評価額もしくは固定資産税

評価額等に合理的な調整を行って算出した金額を

使用しております。 

    

(※10) 貸倒引当金繰入額 

閉鎖を決定した店舗等における賃貸借契約に基づ

き差入れた保証金、敷金に対する回収不能見込額

等であります。 

―――――――――― 
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

取締役会の決議に基づく取得による増加    千株  

単元未満株式の買取りによる増加         千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買増請求による減少           千株 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

   

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株)  427,477  ─  ─  427,477

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株)  1,246  15,066  167  16,145

14,778

288

167

決議 株式の種類 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額
(円) 

基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  1,065  2.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

平成20年10月31日 

取締役会 
普通株式  1,065  2.5 平成20年９月30日 平成20年12月１日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  1,028  2.5 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加         千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

株式交換に伴う割当交付による減少       千株 

単元未満株式の買増請求による減少            千株 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株)  427,477  ─  ─  427,477

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株)  16,145  256  15,874  527

256

15,848

26

決議 株式の種類 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額
(円) 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  1,028  2.50 平成21年３月31日 平成21年６月29日 

平成21年10月30日 

取締役会 
普通株式  1,067  2.50 平成21年９月30日 平成21年12月１日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  1,067  2.5 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

(※１) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(※１) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 百万円14,223

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
百万円△240

現金及び現金同等物 百万円13,983

現金及び預金 百万円8,810

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
百万円△280

現金及び現金同等物 百万円8,530

        

(※２) 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

――――――――――  

㈱ムーン   

流動資産 百万円65

固定資産 百万円222

流動負債 百万円△131

固定負債 百万円△58

  

  

  

  

 なお、株式の取得に要した現金及び現金同等物

から上記流動資産に含まれる現金及び現金同等物

を控除した 百万円を「連結範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出」として表示してお

ります。 

224
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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 

運輸業………………………鉄道、バスの営業を行っております。 

建設業………………………土木建設工事の設計施工請負等を行っております。 

流通業………………………砂利類販売業、商事業及びスーパーマーケット業等を行っております。 

不動産業……………………土地及び建物の販売、建物の賃貸等を行っております。 

レジャー・サービス業……ビルメンテナンス業、ホテル業及び広告代理業等を行っております。 

３ 営業費は、全額各セグメントに配賦しており、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費はありません。

４ 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は9,311百万円であり、

その主なものは、当社での運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

  

（追加情報） 

 「追加情報」に記載のとおり、平成20年度法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より機械装置の耐用年数を

変更しております。 

 この変更により従来の方法に比べ、営業費が運輸業で69百万円、不動産業で29百万円、レジャー・サービス業

で６百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  

（セグメント情報）

１ 事業の種類別セグメント情報

  

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

運輸業 
(百万円) 

建設業 
(百万円) 

流通業 
(百万円) 

不動産業 
(百万円) 

レジャー・
サービス業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 営業収益及び 

営業損益 
                                        

営業収益                                         

(1) 外部顧客に対 

する営業収益 
 40,333  9,707  133,758  58,512  30,159  272,471  ―  272,471

(2) セグメント間の 

内部営業収益又 

は振替高 

 1,721  9,637  2,651  3,096  9,347  26,454  (26,454)  ―

計  42,054  19,344  136,410  61,609  39,506  298,926  (26,454)  272,471

営業費  36,394  19,352  136,387  51,930  39,074  283,139  (26,404)  256,735

営業利益又は 

営業損失(△)  
 5,660  △7  22  9,678  432  15,786  (49)  15,736

Ⅱ 資産、減価償却費 

減損損失及び 

資本的支出 

                                        

資産  129,860  11,463  65,015  268,975  77,350  552,665  (20,571)  532,094

減価償却費  7,472  26  1,337  4,740  2,480  16,057  (152)  15,905

減損損失  ―  ―  50  ―  ―  50  ―  50

資本的支出  7,628  46  1,796  11,794  1,272  22,538  (118)  22,419
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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 

運輸業………………………鉄道、バスの営業を行っております。 

建設業………………………土木建設工事の設計施工請負等を行っております。 

流通業………………………砂利類販売業、商事業及びスーパーマーケット業等を行っております。 

不動産業……………………土地及び建物の販売、建物の賃貸等を行っております。 

レジャー・サービス業……ビルメンテナンス業、ホテル業及び広告代理業等を行っております。 

３ 営業費は、全額各セグメントに配賦しており、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費はありません。

４ 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,436百万円であり、

その主なものは、当社での運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

  

（会計処理の変更） 

「会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準適用

指針第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）を適用しております。 

これにより、建設業の営業収益が2,582百万円、営業利益が149百万円増加しております。  

  

前連結会計年度及び当連結会計年度 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため記載しておりません。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度 

 海外営業収益がないため記載しておりません。  

  

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

運輸業 
(百万円) 

建設業 
(百万円) 

流通業 
(百万円) 

不動産業 
(百万円) 

レジャー・
サービス業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 営業収益及び 

営業損益 
                                        

営業収益                                         

(1) 外部顧客に対 

する営業収益 
 39,066  17,079  118,535  66,474  28,685  269,841  ―  269,841

(2) セグメント間の 

内部営業収益又 

は振替高 

 1,445  9,647  2,020  2,940  9,781  25,835  (25,835)  ―

計  40,511  26,726  120,555  69,415  38,467  295,677  (25,835)  269,841

営業費  35,323  26,806  120,678  61,310  38,000  282,120  (25,784)  256,335

営業利益又は 

営業損失(△)  
 5,187  △79  △122  8,105  466  13,557  (51)  13,505

Ⅱ 資産、減価償却費 

減損損失及び 

資本的支出 

                                        

資産  140,496  10,682  62,625  286,684  87,506  587,994  (32,297)  555,696

減価償却費  7,589  31  1,563  5,254  2,514  16,953  (150)  16,802

減損損失  ―  ―  150  ―  ―  150  ―  150

資本的支出  12,109  16  1,201  20,637  10,131  44,097  (61)  44,035

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

該当事項はありません。 

  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ

クオプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大

きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 銭88 93

１株当たり当期純利益 円 銭13 91

１株当たり純資産額 円 銭110 86

１株当たり当期純利益 円 銭16 49

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益(百万円)  5,863  7,022

普通株式に係る当期純利益(百万円)  5,863  7,022

普通株主に帰属しない金額(百万円)  ─  ─

普通株式の期中平均株式数(千株)  421,617  425,848

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,922 326

グループ預け金 166 －

未収運賃 1,941 278

未収金 343 3

未収収益 158 226

貯蔵品 583 17

前払金 35 0

前払費用 217 40

繰延税金資産 637 104

工事立替金 532 －

未収入金 3,271 1,367

その他の流動資産 97 378

流動資産合計 9,908 2,743

固定資産   

グループ経営事業固定資産   

有形固定資産 4,028 4,437

減価償却累計額 △1,509 △1,773

有形固定資産（純額） 2,518 2,664

無形固定資産 182 474

グループ経営事業固定資産合計 2,701 3,139

鉄道事業固定資産   

有形固定資産 225,168 －

減価償却累計額 △121,127 －

有形固定資産（純額） 104,040 －

無形固定資産 4,760 －

鉄道事業固定資産合計 108,800 －

自動車事業固定資産   

有形固定資産 10,084 10,418

減価償却累計額 △5,923 △6,372

有形固定資産（純額） 4,161 4,046

無形固定資産 39 89

自動車事業固定資産合計 4,201 4,135

各事業関連固定資産   

有形固定資産 3,283 3,288

減価償却累計額 △1,769 △1,786

有形固定資産（純額） 1,514 1,502

無形固定資産 91 87

各事業関連固定資産合計 1,606 1,589
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

建設仮勘定   

グループ経営事業 446 19

鉄道事業 6,553 －

自動車事業 131 0

建設仮勘定合計 7,131 19

投資その他の資産   

関係会社株式 175,459 215,800

投資有価証券 4,691 5,841

関係会社長期貸付金 80,289 179,501

繰延税金資産 6,113 4,178

前払年金費用 7,051 4,641

その他の投資等 3,464 1,838

貸倒引当金 △153 △149

投資その他の資産合計 276,916 411,652

固定資産合計 401,357 420,538

資産合計 411,266 423,281

負債の部   

流動負債   

短期借入金 45,287 36,011

1年内返済予定の長期借入金 22,737 33,239

1年以内償還社債 11,470 13,450

未払金 9,208 448

未払費用 1,621 1,082

未払消費税等 277 59

未払法人税等 79 23

預り連絡運賃 580 34

預り金 1,442 88

前受運賃 2,279 105

前受金 2,299 0

前受収益 130 10

賞与引当金 983 254

その他の流動負債 2,700 1,279

流動負債合計 101,097 86,085

固定負債   

社債 75,795 99,345

長期借入金 151,306 156,707

退職給付引当金 12,899 6,358

長期預り敷金保証金 51 45

債務保証損失引当金 1,067 819

その他の固定負債 7 24
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

固定負債合計 241,127 263,300

負債合計 342,225 349,386

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,162 31,162

資本剰余金   

資本準備金 7,800 7,800

その他資本剰余金 14,381 14,370

資本剰余金合計 22,181 22,170

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 20,612 18,501

利益剰余金合計 20,612 18,501

自己株式 △6,416 △208

株主資本合計 67,540 71,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,500 2,269

評価・換算差額等合計 1,500 2,269

純資産合計 69,041 73,895

負債純資産合計 411,266 423,281
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

グループ経営事業営業利益   

営業収益   

関係会社受取配当金 7,939 5,385

施設賃貸その他収入 298 269

グループ経営事業営業収益合計 8,237 5,654

営業費   

一般管理費 3,969 4,798

諸税 67 405

減価償却費 136 262

グループ経営事業営業費合計 4,172 5,466

グループ経営事業営業利益 4,064 188

鉄道事業営業利益   

営業収益   

旅客運輸収入 31,935 14,406

運輸雑収 2,013 844

鉄道事業営業収益合計 33,949 15,251

営業費   

運送営業費 17,176 7,722

一般管理費 1,322 672

諸税 1,308 643

減価償却費 6,605 2,719

鉄道事業営業費合計 26,411 11,757

鉄道事業営業利益 7,537 3,493

自動車事業営業利益   

営業収益   

旅客運送収入 4,130 4,039

運送雑収 480 427

自動車事業営業収益合計 4,611 4,466

営業費   

運送営業費 4,602 4,301

一般管理費 335 366

諸税 101 93

減価償却費 744 738

自動車事業営業費合計 5,784 5,499

自動車事業営業利益 △1,172 △1,033

全事業営業利益 10,428 2,648
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 1,161 2,650

受取配当金 171 84

受託工事事務費戻入 222 99

雑収入 217 83

営業外収益合計 1,772 2,918

営業外費用   

支払利息 3,897 3,910

社債利息 1,717 1,681

雑支出 142 272

営業外費用合計 5,758 5,864

経常利益 6,443 △297

特別利益   

固定資産売却益 84 37

投資有価証券売却益 50 9

工事負担金等受入額 652 0

補助金 294 25

債務保証損失引当金戻入額 545 248

退職給付信託設定益 2,997 －

抱合せ株式消滅差益 － 22

特別利益合計 4,623 343

特別損失   

固定資産売却損 29 －

固定資産圧縮損 892 24

関係会社株式評価損 322 －

投資有価証券評価損 11 132

投資有価証券売却損 － 129

特別損失合計 1,255 285

税引前当期純利益 9,812 △240

法人税、住民税及び事業税 17 10

法人税等調整額 △716 △236

法人税等合計 △699 △225

当期純利益 10,511 △14
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 31,162 31,162

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 31,162 31,162

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,800 7,800

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,800 7,800

その他資本剰余金   

前期末残高 14,377 14,381

当期変動額   

自己株式の処分 3 △11

当期変動額合計 3 △11

当期末残高 14,381 14,370

資本剰余金合計   

前期末残高 22,177 22,181

当期変動額   

自己株式の処分 3 △11

当期変動額合計 3 △11

当期末残高 22,181 22,170

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 12,231 20,612

当期変動額   

剰余金の配当 △2,130 △2,096

当期純利益 10,511 △14

当期変動額合計 8,380 △2,110

当期末残高 20,612 18,501

利益剰余金合計   

前期末残高 12,231 20,612

当期変動額   

剰余金の配当 △2,130 △2,096

当期純利益 10,511 △14

当期変動額合計 8,380 △2,110

当期末残高 20,612 18,501
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △452 △6,416

当期変動額   

自己株式の取得 △6,025 △100

自己株式の処分 61 6,308

当期変動額合計 △5,963 6,207

当期末残高 △6,416 △208

株主資本合計   

前期末残高 65,119 67,540

当期変動額   

剰余金の配当 △2,130 △2,096

当期純利益 10,511 △14

自己株式の取得 △6,025 △100

自己株式の処分 65 6,297

当期変動額合計 2,421 4,086

当期末残高 67,540 71,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 6,148 1,500

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,648 768

当期変動額合計 △4,648 768

当期末残高 1,500 2,269

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,148 1,500

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,648 768

当期変動額合計 △4,648 768

当期末残高 1,500 2,269

純資産合計   

前期末残高 71,268 69,041

当期変動額   

剰余金の配当 △2,130 △2,096

当期純利益 10,511 △14

自己株式の取得 △6,025 △100

自己株式の処分 65 6,297

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,648 768

当期変動額合計 △2,226 4,854

当期末残高 69,041 73,895
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 該当事項はありません。 

  

① 執行役員の異動（５月27日付） 

ａ．退任予定執行役員 

取締役 専務執行役員  伊 藤 英 男 

（相鉄ローゼン㈱ 代表取締役社長に就任予定） 

  

その他は未定であります。  

ただし、平成22年５月27日開催予定の取締役会にて決定し、別途発表する予定であります。  

  

① セグメント別概況  

(連結業績) 

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他

（１）役員の異動

（２）その他

  21年３月期 22年３月期     

  
(自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日) 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日) 
増減額 率 

  百万円 百万円 百万円 ％

営 業 収 益        

運輸業 42,054 40,511  △1,543 △3.7

建設業 19,344 26,726  7,382 38.2

流通業 136,410 120,555  △15,854 △11.6

不動産業 61,609 69,415  7,806 12.7

レジャー・サービス業 39,506 38,467  △1,039 △2.6

消 去 △26,454 △25,835  618     ―

合計 272,471 269,841  △2,630 △1.0
        

営 業 利 益        

運輸業 5,660 5,187  △472 △8.3

建設業 △7 △79  △71 ―

流通業 22 △122  △145 ―

不動産業 9,678 8,105  △1,573 △16.3

レジャー・サービス業 432 466  33 7.8

消 去 △49 △51  △1     ―

合計 15,736 13,505  △2,230 △14.2
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(通期連結業績予想) 

   

② 鉄道事業旅客輸送人員及び収入内訳  

  

  22年３月期 23年３月期(予想)     

  
(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日) 

(自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日) 
増減額 率 

  百万円 百万円 百万円 ％

営 業 収 益        

運輸業 40,511 40,070  △441 △1.1

建設業 26,726 21,510  △5,216 △19.5

流通業 120,555 116,960  △3,595 △3.0

不動産業 69,415 67,680  △1,735 △2.5

レジャー・サービス業 38,467 39,240  772 2.0

消 去 △25,835 △20,950  4,885     ―

合計 269,841 264,510  △5,331 △2.0
    

営 業 利 益        

運輸業 5,187 5,210  22 0.4

建設業 △79 40  119 ―

流通業 △122 △60  62 ―

不動産業 8,105 9,020  914 11.3

レジャー・サービス業 466 570  103 22.2

消 去 △51 350  401     ―

合計 13,505 15,130  1,624 12.0

  

21年３月期 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

22年３月期 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日) 

増減率 

 輸 送 人 員 千人 千人 ％ 

定  期  外 83,373   82,237   △1.4  

定     期 147,515   145,919   △1.1  

計 230,889   228,156   △1.2  

 旅 客 収 入 百万円 百万円 ％ 

定  期  外 16,315   16,031   △1.7  

定     期 15,619   15,335   △1.8  

計 31,935   31,366   △1.8  
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