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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 579,382 △3.7 29,973 △7.2 22,788 △11.2 13,986 △13.1

21年3月期 601,884 △3.2 32,289 △27.2 25,659 △27.9 16,090 △10.0

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 16.41 15.67 7.8 1.6 5.2
21年3月期 18.80 18.37 9.1 1.8 5.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  630百万円 21年3月期  606百万円

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 1,398,568 277,253 13.0 213.99
21年3月期 1,403,568 261,154 12.4 204.42

（参考） 自己資本   22年3月期  182,359百万円 21年3月期  174,254百万円

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 62,529 △60,973 △735 25,271
21年3月期 65,956 △53,885 △11,838 24,882

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 4,271 26.6 2.4
22年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 4,261 30.5 2.4

23年3月期 
（予想）

― 2.50 ― 2.50 5.00 35.5

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

277,000 △2.1 12,400 △9.0 8,400 △20.7 3,400 △60.1 3.99

通期 576,000 △0.6 30,000 0.1 22,500 △1.3 12,000 △14.2 14.08
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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) 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、19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」をご覧下さい。 

(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、27ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 858,672,607株 21年3月期 858,672,607株

② 期末自己株式数 22年3月期  6,502,019株 21年3月期  6,224,182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 223,628 1.7 22,863 △10.2 12,725 △23.3 9,597 △31.3

21年3月期 219,977 0.3 25,460 △20.7 16,584 △24.4 13,968 4.2

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 11.26 11.09
21年3月期 16.32 16.02

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 1,289,117 173,976 13.5 204.16
21年3月期 1,278,483 167,715 13.1 196.75

（参考） 自己資本 22年3月期  173,976百万円 21年3月期  167,715百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、４ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析 ２ 次期の見通し」をご覧ください。 

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 
累計期間

108,000 0.1 10,000 △7.6 5,500 △15.9 3,000 △51.6 3.52

通期 228,500 2.2 23,000 0.6 13,000 2.2 8,500 △11.4 9.97
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当期のわが国経済は、政府の経済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たものの、依然とし

て、企業収益、設備投資、住宅建設は低迷し、雇用情勢に改善が見られず、厳しい状況で推移いたしました。 

このような情勢下にありまして、当社グループでは、安全はすべての事業の根幹であるとの認識のうえ、成長基

盤の確立に努めるとともに、お客様のニーズに対応したサービスを提供するなど、積極的な事業活動を展開してま

いりました。 

当期の連結業績は、前期と比べ不動産事業、その他事業において収入が増加した一方、運輸事業、レジャー事

業、流通事業が減収になったことなどにより、営業収益は579,382百万円（前期比3.7％減）、営業利益は29,973百

万円（前期比7.2％減）、経常利益は22,788百万円（前期比11.2％減）、当期純利益は13,986百万円（前期比13.1％

減）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

鉄道業におきまして、当社では、安全を 優先にサービス向上に努め、より多くのお客様にご利用いただけるよ

う、さまざまな取り組みを進めております。 

営業面では、６月に伊勢崎線、日光線を中心とするダイヤ改正を実施し、特急「スペーシア」、「りょうもう」

および東京メトロ日比谷線、半蔵門線、東急田園都市線直通列車を増発することにより、混雑の緩和と都心方面と

のさらなるアクセス向上をはかりました。また、ご好評をいただいております東上線座席定員制列車「ＴＪライナ

ー」において、９月より携帯電話から着席整理券が購入できるチケットレスサービスを開始するとともに、同サー

ビスでは鉄道業界初となるＱＲコードを利用した着席整理券確認システムを導入し、よりスムーズにご利用いただ

けるようになりました。加えて、浅草駅、上福岡駅等においてエレベーターおよび多機能トイレの使用を開始する

など利便性向上をはかりました。 

そのほか、車両の撮影や車両工場の見学ができる「2009年東武ファンフェスタ」や「隅田川と下町風情を楽しむ

ハイキング」等の健康ハイキングを開催し誘客に努めるとともに、日光線開通80周年を記念してスペーシア車内限

定お弁当を発売したほか、「まるごと日光東武フリーパス」をはじめとする各種クーポン等の販売を促進いたしま

した。 

安全面では、「輸送の安全」を も重要な使命と位置づけ、安全性向上のためのさまざまな施策を継続的に実施

するとともに、役員から職員一人ひとりまで、安全を 優先する意識の徹底をはかっております。 

具体的な取り組みといたしまして、踏切の異常を自動的に検知し列車を停止させる「自動式踏切支障報知装置」

を設置しているすべての踏切に、手動でも列車に異常を知らせることができる「押ボタン」の併設を完了させまし

た。さらに、高架橋の耐震補強工事や長大橋梁の改修工事、車両の更新・改良等を鋭意進めました。 

また、国土交通省令の改正にあわせて、運転士の異常時に列車を自動的に停止させる「運転士異常時列車停止装

置」や運転状況を記録するための「運転状況記録装置」等の設置工事を全列車対象に進めております。加えて、11

月に東上線、３月に野田線の車両基地において、異常時総合訓練を実施し、踏切事故やテロなどによる重大事故が

発生した場合における併発事故防止や負傷者の救出・救護、お客様の避難誘導、事故復旧体制の確立など異常時に

おける知識・技能の向上をはかるとともに安全意識の高揚に努めております。 

そのほか、昨年度実施した「鉄道輸送の安全」の確保に関する取り組みや事故の発生状況等を広くご理解いただ

くため、「2009安全報告書」を作成しホームページに掲載するとともに、そのダイジェスト版を駅で配布するな

ど、広報活動にも努めました。 

バス業におきまして、東武バスウエスト㈱では、４月から「東京ディズニーリゾート・浦安・新浦安～小江戸 川

越線」の運行を開始いたしました。また、東武バスセントラル㈱では、７月から「新越谷・草加・八潮～羽田空港

線」、高速バス「いわき号」を増便いたしました。さらに、東武バス日光㈱では、２月から路線バスにおいて、Ｉ

Ｃカード乗車券ＰＡＳＭＯの使用を開始するなど利便性向上をはかりました。 

運輸事業全体としては、鉄道収入やバス・タクシー収入の減少のほか、物流量の減少による貨物運送業の減収に

より、営業収益は206,459百万円（前期比3.1％減）、営業利益は19,156百万円（前期比4.7％減）となりました。 

  

遊園地・観光業におきまして、東武レジャー企画㈱の東武動物公園では、９月にライオンが群れで生活する様子

を見ることができる新ライオン舎「ＰＲＩＤＥ ＯＦ ＬＩＯＮ」をオープンいたしました。また、ウィンターイ

ルミネーションをはじめ多数のイベントを開催し入園者獲得に努めました。東武ワールドスクウェア㈱では、４月

に「シャクナゲパーク」を園内に開園したほか、各種イベントを開催し誘客に努めました。さらに、８月から製作

を進めておりました「東京スカイツリーと周辺複合開発」のミニチュア展示物が完成し、本年４月より展示してお

ります。 

スポーツ業におきまして、㈱東武スポーツでは、４月にふじみ野駅前に「東武スポーツクラブ プレオンふじみ

野」をオープンしたほか、各店舗において入会キャンペーンを実施し会員獲得に努めました。 

ホテル業におきましては、「宇都宮東武ホテルグランデ」の全館リニューアルにあわせた婚礼特別プランをはじ

め、各ホテルにおいて各種催事を開催し、多くのお客様にご利用いただけるよう努めました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

（運輸事業）

（レジャー事業）
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レジャー事業全体としては、景気の低迷や新型インフルエンザの流行等の影響により、営業収益は79,991百万円

（前期比4.8％減）、営業利益は1,153百万円（前期比13.0％減）となりました。 

  

不動産賃貸業におきまして、当社では、保有資産を有効活用し安定的な収益確保および沿線価値向上をはかるた

め、新規にふじみ野ナーレ、草加氷川町店舗、太田南口店舗等を完成させるとともに、新越谷ヴァリエのリニュー

アルを実施し新規テナントを誘致いたしました。また、駅ビジネスにおいて、柏駅、志木駅（エキア志木）、草加

駅で駅ナカ店舗の新設、リニューアルを実施し、一層の充実をはかりました。 

不動産分譲業におきまして、当社では、「リライズガーデン西新井」（足立区梅田）等のマンション分譲をはじ

め、「フランサ」（滑川町月の輪）等の建売住宅、鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷等で土地を販売いたしました。なお、引き続

き、「リライズガーデン西新井」等のマンション、久喜市南栗橋等で建売住宅の販売を予定しております。 

  

業平橋押上地区開発 

業平橋押上地区開発につきましては、７月に「東京スカイツリー」の足元にふさわしい複合商業街区の本格的な

工事に着手いたしました。12月には複合商業街区における集客の核施設となる都市型水族館と多機能型ドームシア

ターの開設を発表いたしました。また、２月には商業施設テナント募集説明会を開催しテナント誘致活動を本格化

させました。 

「東京スカイツリー」につきましては、10月に自立式電波塔として世界一を目指し、高さを634ｍに決定するとと

もに、隅田川の水をモチーフにした淡いブルーの「粋」と江戸紫をテーマカラーにした「雅」が、１日毎に交互に

現れるライティングデザインを発表いたしました。平成24年春の開業に向けて順調に建設を進めております。 

  
これらの結果、マンション分譲が増加したことにより、不動産事業全体の営業収益は57,500百万円（前期比7.2％

増）となったものの、業平橋押上地区開発の進捗による費用が増加したことなどにより、営業利益は5,944百万円

（前期比7.5％減）となりました。 

  

流通業におきまして、㈱東武百貨店では、池袋店において、充実した食品売場を集客基盤に据え、各フロアにて

お客様のニーズに対応した商品提供を行ったほか、池袋店の「大北海道展」をはじめ、各店にて人気のある物産展

等を開催し多くのお客様にご来店いただけるよう努めました。㈱東武ブックスでは、ふじみ野ナーレ内に新店舗を

オープンいたしました。また、東武商事㈱では、引き続きＰＡＳＭＯで利用できる自動販売機を増やし、お客様の

利便性向上に努めました。 

流通事業全体としては、景気動向を受け衣料品を中心に売上が減少したことなどにより、営業収益は216,315百万

円（前期比7.1％減）、営業利益は1,030百万円（前期比56.6％減）となりました。 

  

建設業におきまして、東武建設㈱では、宇都宮市のマンション建設工事や日光市の特別養護老人ホーム建設工事

を完成させたほか、日光市のホテル増築工事を受注するなど増収に努めました。また、東武緑地㈱では、つくば市

の道路植栽工事や大田区の汚泥処理施設の周辺緑化工事を完成させたほか、八王子市の再開発事業における植栽工

事を受注し増収に努めました。 

これらの結果、その他事業全体の営業収益は77,284百万円（前期比4.0％増）、営業利益は3,392百万円（前期比

7.1％増）となりました。 

  

当社グループにおける次期の業績見通しにつきましては、不動産事業において、マンション及び戸建の分譲収入

の増加を見込むものの、雇用、所得環境の停滞や先行き不安から個人消費は低調に推移すると予測されるため、レ

ジャー事業及び流通事業などで減収を見込み、営業収益は576,000百万円（前期比0.6％減）を見込んでおります。

営業利益は、運輸事業の減収に伴う減益を見込むものの、不動産事業の増収に伴う増益、流通事業において経費の

削減による増益を見込むことから、30,000百万円（前期比0.1％増）、経常利益は、支払利息の増加を見込み、

22,500百万円（前期比1.3％減）、当期純利益は12,000百万円（前期比14.2％減）を見込んでおります。 

  

（不動産事業）

（流通事業）

（その他事業）

②次期の見通し

4

東武鉄道㈱（9001）　平成22年３月期決算短信



１ セグメント別営業収益及び営業利益（連結業績予想） 

 
  

２ 事業別営業収益及び営業利益（個別業績予想） 

 
  

総資産は、主に有形固定資産の減価償却が進んだこと等により、1,398,568百万円となり、前連結会計年度末

と比べ5,000百万円（前期比0.4％減）の減少となりました。 

負債は、主に短期借入金の減少等により、1,121,315百万円となり、前連結会計年度と比べ21,099百万円（前

期比1.8％減）の減少となりました。 

純資産は、主に当期純利益の計上や少数株主持分が増加したこと等により277,253百万円となり、前連結会計

年度と比べ16,099百万円（前期比6.2％増）の増加となりました。 

  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、前連結会計年度末に比べ389百万円増

加し、当連結会計年度末には25,271百万円となりました。 

  

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は62,529百万円となり、前連結会計年度に比べ3,427百万

円の資金流入の減少となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益が26,834百万円と前連結会計年度に比

べ1,096百万円減少したことや、減価償却費が53,668百万円と前連結会計年度に比べ2,837百万円減少したこと等

によるものです。 
  

[参考資料]

科    目

 23年３月期（予想） 22年３月期（実績）
比 較 増 減

自 平成22年４月１日 自 平成21年４月１日

至 平成23年３月31日 至 平成22年３月31日 金 額 増減率

営 業 収 益 百万円 百万円 百万円 ％

 運  輸  事  業 206,400 206,459 △59 △0.0

 レ ジ ャ ー 事 業 72,000 79,991 △7,991 △10.0

 不  動  産  事 業 62,800 57,500 5,299 9.2

 流  通  事  業 211,000 216,315 △5,315 △2.5

 そ の  他  事  業 81,900 77,284 4,615 6.0

計 634,100 637,551 △3,451 △0.5

 消          去 △58,100 △58,169 69 △0.1

 連          結 576,000 579,382 △3,382 △0.6

営 業 利 益

 運  輸  事  業 17,600 19,156 △1,556 △8.1

 レ ジ ャ ー 事 業 900 1,153 △253 △22.0

 不  動  産  事 業 8,700 5,944 2,755 46.3

 流  通  事  業 1,100 1,030 69 6.8

 そ の  他  事  業 2,700 3,392 △692 △20.4

計 31,000 30,678 321 1.0

 消          去 △1,000 △704 △295 41.9

 連          結 30,000 29,973 26 0.1

科    目
 23年３月期（予想） 22年３月期（実績）

比 較 増 減
自 平成22年４月１日 自 平成21年４月１日

至 平成23年３月31日 至 平成22年３月31日 金 額 増減率

営 業 収 益 百万円 百万円 百万円 ％

 鉄  道  事  業 155,500 156,415 △915 △0.6

 開  発  事  業 73,000 67,213 5,786 8.6

 合    計 228,500 223,628 4,871 2.2

営 業 利 益

 鉄  道  事  業 15,000 16,394 △1,394 △8.5

 開  発  事  業 8,000 6,469 1,530 23.7

 合   計 23,000 22,863 136 0.6

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

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)
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当連結会計年度における投資活動による資金の減少は60,973百万円となり、前連結会計年度に比べ7,088百万

円の資金流出の増加となりました。これは、主に有価証券及び投資有価証券の売却による収入が1,154百万円と

前連結会計年度に比べ696百万円増加したものの、有価証券及び投資有価証券の取得による支出が7,396百万円と

前連結会計年度に比べ7,302百万円増加したこと等によるものです。 

  

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は735百万円となり、前連結会計年度に比べ11,102百万円

の資金流出の減少となりました。これは、主に少数株主からの払込みによる収入が8,000百万円と前連結会計年

度に比べ73,050百万円減少したものの、借入金純増加額が4,010百万円と前連結会計年度に比べ5,253百万円増加

したことや、社債の発行による収入が49,700百万円と前連結会計年度に比べ29,900百万円増加したこと及び社債

の償還による支出が47,250百万円と前連結会計年度に比べ48,280百万円減少したこと等によるものです。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 

 ※ 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。 

  

利益配分については、長期にわたる経営基盤の拡充のため、業績と経営環境を総合的に勘案しつつ、安定配当を

継続することを基本方針としております。 

当期の期末配当金については、上記基本方針のもと、前期に続き１株あたり2.5円（中間配当金2.5円を加えた年

間配当金は１株当たり５円）を予定しております。今後もこの基本方針に基づき、安定配当の継続を目指してまい

ります。 

内部留保資金については、安定性と成長性を兼ね備えた企業体質の確立に向け、沿線価値向上を企図した設備投

資の安定的な推進と財務基盤のさらなる強化をはかるべく、有効に活用してまいります。 

  

(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)

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(％) 10.17 12.34 12.52 12.42 13.04

時価ベースの自己資本比率
(％)

34.09 32.53 31.94 30.31 31.62

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率(年)

11.47 7.52 11.91 12.48 13.11

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍)

4.49 6.49 4.39 4.08 4.45

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、当社、子会社97社及び関連会社14社で構成され、主要な事業内容及び当社と関係会社の

当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

2. 企業集団の状況

(1) 運輸事業(41社)

事業の内容 会         社         名

鉄道業 当社、上毛電気鉄道㈱※1(A)(B)

バス・タクシー業 朝日自動車㈱※1(A)、東野交通㈱※1、東武バス㈱※1(A)

貨物運送業 東武運輸㈱※1(A)、東武デリバリー㈱※1(A)(B)

その他34社

(2) レジャー事業(23社)

事業の内容 会         社         名

遊園地・観光業 東武レジャー企画㈱※1(B)

スポーツ業 東武興業㈱※1(A)(B)、東武ランドシステム㈱※1※3(A)(B)(D)

旅行業 東武トラベル㈱※1(A)(B)

ホテル業 当社、㈱東武ホテルマネジメント※1(A)(B)

飲食業 東武食品サービス㈱※1(A)(B)

遊戯場業 東武不動産㈱※1※4(A)

その他15社

(3) 不動産事業(6社)

事業の内容 会         社         名

不動産賃貸業 当社、東武土地建物㈱※1(E)(F)

不動産分譲業 当社、東武不動産㈱※1※4(A)(B)

その他３社

(4) 流通事業(21社)

事業の内容 会         社         名

流通業 ㈱東武百貨店※1(A)(B)(D)(E)、㈱東武宇都宮百貨店※1(A)(B)(D)、㈱東武ストア※2(A)

その他18社

(5) その他事業(24社)

事業の内容 会         社         名

建設業 東武建設㈱※1(A)(B)(C)、東武開発㈱※1(A)(D)、東武谷内田建設㈱※1(A)(C)

その他業 東武ビルマネジメント㈱※1(A)(B)、西池袋熱供給㈱※1(A)、
TR Preferred Capital Limited※1(F)

その他18社

(注)１． ※1 連結子会社

２． ※2 持分法適用関連会社

３． ※3 東武ランドシステム㈱は平成21年12月31日に一部事業を東武不動産㈱へ吸収分割し、平
成22年１月１日に㈱東武エナジーサポートに商号変更しております。

４． ※4 東武不動産㈱は平成21年12月31日に（旧）東武ランドシステム㈱から一部事業の吸収分
割を受け、平成22年１月１日に東武ランドシステム㈱に商号変更しております。

５． 上記部門の会社数には当社、東武不動産㈱が重複して含まれております。

６． 当社は(A)の会社に対し施設の賃貸を行っております。

７． 当社は(B)の会社に対し業務の委託を行っております。

８． 当社は(C)の会社に対し建設工事を発注しております。

９． 当社は(D)の会社に対したな卸資産の購入を行っております。

１０． 当社は(E)の会社から施設の賃借を行っております。

１１． (F)の会社は特定子会社であります。
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平成21年３月期決算短信（平成21年５月13日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略いたします。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.tobu.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

東武グループは、「運輸」、「不動産」、「レジャー」、「流通」等お客様の生活に密着した事業を通じて沿線

地域の発展に貢献しながら、経営の安定性と成長性を兼ね備えた企業グループの形成を目指しております。 

今後も厳しい経営環境が続くものと想定されますが、引き続き、経営基盤を強化するため、経営資源を当社沿線

に集約し、事業の効率性を向上させるとともに、事業の選択と集中をはかり財務基盤の強化に努めてまいります。 

あわせて、東武グループとして一層の総合力を発揮し、将来を見据えた重点施策を着実に推進してまいります。

特に、「東京スカイツリー」を核とする業平橋・押上プロジェクトにつきましては、安定的な収益の確保をはかる

とともに、魅力ある沿線地域づくりを実現し、将来の主要な成長基盤とすべく、総力をあげて取り組んでまいりま

す。 

  

鉄道業におきましては、お客様により安心かつ快適にご利用いただけるよう、設備更新工事や防災対策工事など

必要な安全対策工事を引き続き実施するほか、駅・車両のバリアフリー化を鋭意進めてまいります。今後とも、ダ

イヤ、鉄道ネットワークのさらなる充実などによりお客様の利便性向上に努めるとともに、新たな企画商品の開発

を進めてまいります。 

バス・タクシー業におきましては、東武バス㈱および朝日自動車㈱の２社による統括のもと、安全輸送の徹底と

お客様のニーズに合わせた運行など収益の向上に取り組んでまいります。 

貨物運送業では、物流拠点を強化するとともに、業務の効率化をはかってまいります。 

  

遊園地業におきましては、各施設の魅力向上をはかり集客力のさらなる強化に努めてまいります。 

ホテル業におきましては、個々のホテルの地域特性に応じた営業施策等により国内はもちろん海外のお客様にも

良質・快適なサービスを提供し、収益力・競争力を強化してまいります。 

スポーツ業におきましては、豊富なプログラムを取り揃え、沿線を中心とした各地域の市場ニーズを掘り起こす

魅力あるスポーツ施設を展開してまいります。 

  

不動産賃貸業におきましては、安定的な収益を確保すべく、立地特性や周辺マーケットのニーズを的確につか

み、より収益の得られる新規物件の開発や既存物件の活性化、テナントの誘致を積極的に行ってまいります。ま

た、魅力ある賃貸物件を開発することによって沿線価値の向上にも取り組んでまいります。特に駅ビジネスについ

ては、東武沿線の顔である駅の魅力を 大限に引き出した事業展開を積極的に進めてまいります。 

不動産分譲業におきましては、沿線地域の開発に重点をおき、快適な住環境や生活スタイルを訴求した商品企画

により収益の確保をはかってまいります。 

  

流通業の百貨店におきましては、需要を喚起する独自の商品提供と売場づくりを適宜実施するほか、各店舗共通

のマーケティングの充実に努め一層の収益力の向上をはかってまいります。グループカードにつきましては、ＰＡ

ＳＭＯとの一体型カードの発行など東武グループとして一体感のあるサービスを提供し、収益源の確立とグループ

事業の活性化にむけて積極的に取り組んでまいります。 

  

建設業におきましては、安全性や品質管理の信頼性をさらに向上させ、企画提案力を強化することでお客様のご

要望に応え、安定した収益体制を築いてまいります。同時に、引き続きコスト削減に努め、利益率の向上をはかっ

てまいります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針、(2) 中長期的な会社の経営戦略

(3) 会社の対処すべき課題

（運輸事業）

（レジャー事業）

（不動産事業）

（流通事業）

（その他事業）
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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 25,158 25,558

受取手形及び売掛金 41,231 40,942

短期貸付金 2,832 2,405

有価証券 注4 335 注4 192

分譲土地建物 52,258 55,763

前払費用 3,748 3,235

繰延税金資産 5,709 3,099

その他 34,537 28,471

貸倒引当金 △628 △993

流動資産合計 165,182 158,675

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 注4 474,693 注4 472,301

機械装置及び運搬具（純額） 注4 80,848 注4 80,471

土地 注3, 注4 493,080 注3, 注4 493,328

建設仮勘定 30,290 39,216

その他（純額） 注4 15,334 注4 13,787

有形固定資産合計 注1, 注6 1,094,247 注1, 注6 1,099,105

無形固定資産

公共施設負担金 3,703 3,218

その他 17,365 17,285

無形固定資産合計 21,069 20,503

投資その他の資産

投資有価証券 注4, 注7 58,104 注4, 注7 62,567

長期貸付金 1,168 1,148

破産更生債権等 1,730 1,441

繰延税金資産 7,136 5,743

その他 注4 56,745 注4 51,136

貸倒引当金 △3,187 △2,842

投資その他の資産合計 121,697 119,196

固定資産合計 1,237,014 1,238,805

繰延資産

社債発行費 1,371 1,087

繰延資産合計 1,371 1,087

資産合計 1,403,568 1,398,568
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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 33,326 31,346

短期借入金 注4, 注5 45,790 注4, 注5 58,938

1年内返済予定の長期借入金 注4, 注5 94,568 注4, 注5 74,518

1年内償還予定の社債 注5 46,500 注5 28,900

未払費用 7,835 7,501

未払消費税等 1,763 1,660

未払法人税等 1,461 2,211

前受金 37,489 35,214

賞与引当金 2,825 1,913

商品券等回収損失引当金 2,506 3,085

その他 注4 89,305 注4 79,535

流動負債合計 363,373 324,826

固定負債

社債 注5 93,260 注5 113,220

長期借入金 注4, 注5 444,977 注4, 注5 454,996

鉄道・運輸機構長期未払金 注4 72,471 注4 64,858

繰延税金負債 10,282 13,199

再評価に係る繰延税金負債 注3 67,141 注3 66,680

退職給付引当金 31,110 32,012

役員退職慰労引当金 1,260 1,117

負ののれん 913 894

その他 35,920 31,424

固定負債合計 757,338 778,403

特別法上の準備金

特定都市鉄道整備準備金 21,702 18,085

特別法上の準備金合計 21,702 18,085

負債合計 1,142,414 1,121,315

純資産の部

株主資本

資本金 66,166 66,166

資本剰余金 34,434 34,437

利益剰余金 38,397 48,430

自己株式 △3,071 △3,221

株主資本合計 135,927 145,812

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,558 6,457

土地再評価差額金 注3 30,769 注3 30,089

評価・換算差額等合計 38,327 36,546

少数株主持分 86,899 94,894

純資産合計 261,154 277,253

負債純資産合計 1,403,568 1,398,568
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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 601,884 579,382

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 注2 439,748 注2 425,377

販売費及び一般管理費 注1 129,846 注1 124,030

営業費合計 569,595 549,408

営業利益 32,289 29,973

営業外収益

受取利息 133 136

受取配当金 5,420 5,385

少額工事負担金等受入額 1,675 852

持分法による投資利益 606 630

その他 3,459 3,096

営業外収益合計 11,295 10,101

営業外費用

支払利息 15,885 13,779

その他 2,039 3,507

営業外費用合計 17,925 17,286

経常利益 25,659 22,788

特別利益

固定資産売却益 2,953

固定資産受贈益 350

工事負担金等受入額 2,455 1,877

特定都市鉄道整備準備金取崩額 3,617 3,617

債務免除益 － 2,643

その他 2,487 4,256

特別利益合計 11,864 12,393

特別損失

固定資産売却損 498

固定資産除却損 2,459 2,127

固定資産圧縮損 2,391 2,266

減損損失 注3 1,309 注3 682

投資有価証券評価損 1,382

その他 1,551 3,270

特別損失合計 9,593 8,347

税金等調整前当期純利益 27,931 26,834

法人税、住民税及び事業税 4,066 3,960

法人税等調整額 6,761 7,251

法人税等合計 10,827 11,212

少数株主利益 1,012 1,635

当期純利益 16,090 13,986
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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 66,166 66,166

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 66,166 66,166

資本剰余金

前期末残高 34,427 34,434

当期変動額

自己株式の処分 7 3

当期変動額合計 7 3

当期末残高 34,434 34,437

利益剰余金

前期末残高 26,849 38,397

当期変動額

剰余金の配当 △4,280 △4,261

当期純利益 16,090 13,986

土地再評価差額金の取崩 △261 699

連結範囲の変動 － △391

当期変動額合計 11,548 10,032

当期末残高 38,397 48,430

自己株式

前期末残高 △1,162 △3,071

当期変動額

自己株式の取得 △2,091 △183

自己株式の処分 182 33

当期変動額合計 △1,908 △150

当期末残高 △3,071 △3,221

株主資本合計

前期末残高 126,279 135,927

当期変動額

剰余金の配当 △4,280 △4,261

当期純利益 16,090 13,986

自己株式の取得 △2,091 △183

自己株式の処分 190 36

土地再評価差額金の取崩 △261 699

連結範囲の変動 － △391

当期変動額合計 9,647 9,885

当期末残高 135,927 145,812
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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 21,772 7,558

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△14,214 △1,101

当期変動額合計 △14,214 △1,101

当期末残高 7,558 6,457

土地再評価差額金

前期末残高 30,521 30,769

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

247 △679

当期変動額合計 247 △679

当期末残高 30,769 30,089

評価・換算差額等合計

前期末残高 52,294 38,327

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△13,966 △1,780

当期変動額合計 △13,966 △1,780

当期末残高 38,327 36,546

少数株主持分

前期末残高 5,438 86,899

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 81,461 7,994

当期変動額合計 81,461 7,994

当期末残高 86,899 94,894

純資産合計

前期末残高 184,012 261,154

当期変動額

剰余金の配当 △4,280 △4,261

当期純利益 16,090 13,986

自己株式の取得 △2,091 △183

自己株式の処分 190 36

土地再評価差額金の取崩 △261 699

連結範囲の変動 － △391

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 67,494 6,213

当期変動額合計 77,142 16,099

当期末残高 261,154 277,253
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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 27,931 26,834

減価償却費 56,506 53,668

減損損失 1,309 682

負ののれん償却額 △75

持分法による投資損益（△は益） △606 △630

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 1,382

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） △3,617 △3,617

貸倒引当金の増減額（△は減少） △729 65

賞与引当金の増減額（△は減少） △121 △910

退職給付引当金の増減額（△は減少） 93 917

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 67 △127

商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） 298 578

その他の引当金の増減額（△は減少） △1,424

受取利息及び受取配当金 △5,554 △5,521

支払利息 15,885 13,779

工事負担金等受入額 △4,130 △2,730

固定資産売却損益（△は益） △2,454

固定資産受贈益 △350

固定資産除却損 3,757 3,733

固定資産圧縮損 2,391 2,266

売上債権の増減額（△は増加） △484 290

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,129 2,231

仕入債務の増減額（△は減少） 1,176 △1,949

その他 △2,555 △15,289

小計 83,567 74,272

利息及び配当金の受取額 5,557 5,522

利息の支払額 △16,169 △14,055

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △6,999 △3,210

営業活動によるキャッシュ・フロー 65,956 62,529
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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)

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 △118

定期預金の払戻による収入 142

短期貸付金の純増減額（△は増加） 607 1,016

長期貸付けによる支出 △8 △42

長期貸付金の回収による収入 538 10

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △93 △7,396

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 457 1,154

有形及び無形固定資産の取得による支出 △67,489 △67,142

有形及び無形固定資産の売却による収入 4,675 554

工事負担金等受入による収入 3,395 5,366

差入保証金の差入による支出 △501 △257

差入保証金の回収による収入 4,563 2,728

その他 △54 3,034

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,885 △60,973

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） △10,814 14,483

長期借入れによる収入 114,109 85,163

長期借入金の返済による支出 △104,537 △95,636

社債の発行による収入 19,800 49,700

社債の償還による支出 △95,530 △47,250

自己株式の純増減額（△は増加） △1,900 △147

配当金の支払額 △4,281 △4,263

有価証券消費貸付純増減額（△は減少） △1,080 △719

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 △8,061 △8,239

少数株主からの払込みによる収入 81,050 8,000

少数株主への配当金の支払額 △575 △1,778

その他 △15 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,838 △735

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 233 819

現金及び現金同等物の期首残高 24,649 24,882

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

－ △430

現金及び現金同等物の期末残高 注1 24,882 注1 25,271
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【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
 連結子会社の数 94社
 主要な連結子会社：㈱東武百貨店、㈱東武宇都宮
百貨店、東武運輸㈱、東武食品サービス㈱、東武建
設㈱、東武谷内田建設㈱、東武ビルマネジメント
㈱、東武開発㈱、東武不動産㈱、他85社
  TR Preferred Capital Limitedは、新たに設立
したことにより連結の範囲に含めております。
 なお、㈱ニッポンレンタカー東武、東武配送サー
ビス㈱、㈱東武コミュニケーションズ、㈱東武ブラ
イダルは会社清算に伴い、連結の範囲から除外しま
した。
 池袋西口駐車場㈱は東武鉄道㈱と合併したため、
東武ダイヤルバス㈱は日光交通㈱と合併したため、
連結の範囲から除外しました。

１ 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 94社

主要な連結子会社：㈱東武百貨店、㈱東武宇都宮
百貨店、東武運輸㈱、東武食品サービス㈱、東武建
設㈱、東武谷内田建設㈱、東武ビルマネジメント
㈱、東武開発㈱、東武ランドシステム㈱、他85社

錦糸町熱供給㈱は、役員構成の変更により連結子
会社に該当することとなったため、持分法の適用の
範囲から連結の範囲に変更しております。また、
東武プロパティーズ㈱は、新たに設立したことによ
り、連結の範囲に含めております。

城山カントリー㈱は、持分比率の減少及び役員構
成の変更により、連結の範囲から除外いたしまし
た。また、林友観光㈱は、蔵王ロープウェイ㈱と合
併したため、連結の範囲から除外いたしました。

東武ランドシステム㈱は、石油販売業以外の事業
を吸収分割により東武不動産㈱へ承継し、商号を㈱
東武エナジーサポートに変更いたしました。

また、東武不動産㈱は商号を東武ランドシステム
㈱に変更いたしました。

２ 持分法の適用に関する事項
 持分法適用の関連会社数 11社
 主要な持分法適用関連会社：㈱東武ストア、蔵王
ロープウェイ㈱、㈱伊香保カントリー倶楽部、那須
交通㈱、他７社

２ 持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社数 ９社

主要な持分法適用関連会社：㈱東武ストア、蔵王
ロープウェイ㈱、㈱伊香保カントリー倶楽部、那須
交通㈱、他５社

錦糸町熱供給㈱は、役員構成の変更により連結子
会社に該当することとなったため、持分法の適用の
範囲から除外し、新たに連結の範囲に変更しており
ます。

蔵王リゾート㈱は、蔵王ロープウェイ㈱と合併し
たため、持分法の範囲から除外いたしました。

３ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券
 満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)に
より評価しております。
 また、その他有価証券は、時価のあるものにつ
いては決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は主として移動平均法により算定)、時価
のないものについては主として移動平均法による
原価法により評価しております。

３ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券

同左

ロ デリバティブ取引により生ずる債権及び債務
 時価法により評価しております。
 なお、金利スワップ及びキャップ取引の特例処
理をしております。

ロ デリバティブ取引により生ずる債権及び債務
同左

ハ たな卸資産
 小売業商品は、主として売価還元法による原価
法により評価しております。
 分譲土地建物は、個別法による原価法により評
価しております。
 貯蔵品は、主として移動平均法による原価法に
より評価しております。
 なお、貸借対照表価額は、収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法により算定しております。

ハ たな卸資産
同左
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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)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産（リース資産を除く）
 定額法及び定率法を採用しております。なお、
有形固定資産のうち取得価額にして約75％は、定
率法により償却しております。また、耐用年数及
び残存価額については、法人税法に規定する方法
と同一の基準によっております。
 ただし、平成10年４月１日以降取得した建物
(建物附属設備を除く)については、定額法を採用
しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法及び定率法を採用しております。なお、
有形固定資産のうち取得価額にして約75％は、定
率法により償却しております。また、耐用年数及
び残存価額については、法人税法に規定する方法
と同一の基準によっております。

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物
(建物附属設備を除く)については、定額法を採用
しております。

(追加情報)
 当連結会計年度より機械装置の耐用年数の変更
を行っております。これは、平成20年度の法人税
法改正に伴い見直しを行ったものです。
 この結果、従来と同一の基準によった場合と比
較して当連結会計年度の営業利益が464百万円、
経常利益、税金等調整前当期純利益が463百万円
それぞれ減少しております。
 なお、セグメント情報に与える影響について
は、当該箇所に記載しております。

        ────────

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）
 定額法を採用しております。
 また、償却年数については、法人税法に規定す
る方法と同一の基準によっております。
 ただし、ソフトウェア(自社利用分)について
は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定
額法を採用しております。

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）
同左

ハ リース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法によっております。

ハ リース資産
同左

（3) 繰延資産の処理方法
 社債発行費については、社債の償還までの期間
にわたり定額法によって償却しております。な
お、金額が僅少なものについては支出時の費用と
して処理しております。

（3) 繰延資産の処理方法
社債発行費については、社債の償還までの期間

にわたり定額法によって償却しております。な
お、金額が僅少なものについては支出時の費用と
して処理しております。

（会計方針の変更）
 社債発行費は、従来支出時に全額費用として処
理しておりましたが、当連結会計年度において
2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社
債（劣後特約付）の発行に伴い多額の社債発行費
が生じ、その金額的重要性が高いことに鑑み、よ
り適正な期間損益計算を行うため、社債の償還ま
での期間にわたり定額法によって償却（僅少なも
のは支出時に全額費用処理）する方法に変更いた
しました。 
 これにより、従来の方法に比べ当連結会計年度
の営業外費用は1,371百万円減少しており、経常
利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ同額
増加しております。

     ────────

(4) 工事負担金等の圧縮記帳処理方法
 鉄道業における連続立体交差等の高架化工事や踏
切道路拡幅工事等を行うに当たり、地方公共団体等
より工事費の一部として工事負担金等を受けており
ます。これらの工事負担金等のうち、対象工事の完
成により増収が見込まれないもので、１億円以上の
ものについては、工事完成時に、工事負担金相当額
を取得価額から直接減額して計上しております。な
お、連結損益計算書においては、工事負担金等受入
額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得
価額から直接減額した額を固定資産圧縮損として特
別損失に計上しております。

(4) 工事負担金等の圧縮記帳処理方法
同左
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なお、上記以外の事項は、 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。 

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)

(5) 重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
 貸付金及び売上債権等の貸倒損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

(5) 重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金

同左

ロ 賞与引当金
 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に
基づき計上しております。

ロ 賞与引当金
同左

ハ 退職給付引当金
 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年
度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、計上しております。
 会計基準変更時差異は、15年による按分額を費
用処理しております。
 過去勤務債務は、主としてその発生時の従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数(７年～15
年)による定額法により費用処理することとして
おります。
 数理計算上の差異は、主としてその発生時の従
業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(７年
～15年)による定額法により、翌連結会計年度か
ら費用処理することとしております。

ハ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、計上しております。

会計基準変更時差異は、15年による按分額を費
用処理しております。

過去勤務債務は、主としてその発生時の従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数(７年～14
年)による定額法により費用処理することとして
おります。

数理計算上の差異は、主としてその発生時の従
業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(７年
～15年)による定額法により、翌連結会計年度か
ら費用処理することとしております。

ニ 役員退職慰労引当金
 一部の連結子会社において、役員の退職慰労金
の支出に備えるため、内規等に基づく当連結会計
年度末要支給額を計上しております。

ニ 役員退職慰労引当金
同左

ホ 商品券等回収損失引当金
 一定期間経過後に収益に計上した未回収の商品
券等について、将来回収された場合に発生する損
失に備えるため、過去の実績に基づき損失発生見
込額を計上しております。

ホ 商品券等回収損失引当金
同左

(6) 特別法上の準備金の計上基準
 特定都市鉄道整備準備金は、特定都市鉄道整備促
進特別措置法第８条の規定により計上及び取崩して
おります。
 なお、特定都市鉄道整備準備金のうち3,617百万
円については、一年内に使用されると認められるも
のであります。

(6) 特別法上の準備金の計上基準
特定都市鉄道整備準備金は、特定都市鉄道整備促

進特別措置法第８条の規定により計上及び取崩して
おります。

なお、特定都市鉄道整備準備金のうち3,617百万
円については、一年内に使用されると認められるも
のであります。

(7) 重要なヘッジ会計の方法
 当社及び連結子会社は、将来の支払利息に係る金
利変動リスクをヘッジすることを目的に金利スワッ
プ取引及びキャップ取引を行っており、全てについ
て、特例処理を適用しております。当該金利スワッ
プ取引及びキャップ取引は、変動金利借入に対する
ものであります。

(7) 重要なヘッジ会計の方法
同左

(8) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。

(8) 消費税等の会計処理
同左

４ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面
時価評価法を採用しております。

４ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
同左

５ 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、20年間の
均等償却を行っております。

５ のれん及び負ののれんの償却に関する事項
同左

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金
可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
しか負わない取得日から３箇月以内に償還期限の到来
する短期投資からなっております。

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
同左
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(7)【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】

【会計方針の変更】

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） 
 当連結会計年度より「リース取引に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 
終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及
び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平
成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を
適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引に
ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会
計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計
処理に変更しております。  
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権
移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続
き採用しております。 
 これによる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。

（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、主として請負金額100百万円以上かつ工期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）を当連結会計年度から適用し、
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。 
 なお、これによる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。

【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)

(連結貸借対照表)
 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内
閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年
度で流動資産の「たな卸資産」として区分掲記していた
もののうち、流動資産の「分譲土地建物」を当連結会計
年度から区分掲記し、その他のたな卸資産は流動資産の
「その他」（当連結会計年度は23,146百万円）に含めて
表示しております。
 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる
「分譲土地建物」は51,679百万円、その他のたな卸資産
は18,953百万円であります。

――――――

―――――― (連結損益計算書)
前連結会計年度において、区分掲記しておりました特

別利益の「固定資産売却益」は重要性が乏しくなったた
め、特別利益の「その他」に含めて表示しております。

なお、当連結会計年度における当該金額は159百万円
であります。
前連結会計年度において、区分掲記しておりました特

別利益の「固定資産受贈益」は重要性が乏しくなったた
め、特別利益の「その他」に含めて表示しております。

なお、当連結会計年度における当該金額は168百万円
であります。
前連結会計年度において、区分掲記しておりました特

別損失の「固定資産売却損」は重要性が乏しくなったた
め、特別損失の「その他」に含めて表示しております。

なお、当連結会計年度における当該金額は106百万円
であります。
前連結会計年度において、区分掲記しておりました特

別損失の「投資有価証券評価損」は重要性が乏しくなっ
たため、特別損失の「その他」に含めて表示しておりま
す。

なお、当連結会計年度における当該金額は68百万円で
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)

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） 
 前連結会計年度において、区分掲記しておりました
投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券
の取得による支出」は、重要性の観点から当連結会計
年度より「有価証券及び投資有価証券の取得による支
出」として区分掲記しております。 
 なお、当連結会計年度における「投資有価証券の取
得による支出」は△93百万円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書） 
 前連結会計年度において、区分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「負ののれん償却
額」は、重要性の観点から「その他」に含めておりま
す。 
 なお、当連結会計年度における当該金額は△88百万円
であります。

 前連結会計年度において、区分掲記しておりました
投資活動によるキャッシュ・フローの「有価証券の売
却による収入」及び「投資有価証券の売却による収
入」は、重要性の観点から当連結会計年度より「有価
証券及び投資有価証券の売却による収入」として区分
掲記しております。 
 なお、当連結会計年度における「有価証券の売却に
よる収入」及び「投資有価証券の売却による収入」は
それぞれ252百万円、204百万円であります。

前連結会計年度において、区分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「有価証券及び投資
有価証券評価損益」は、重要性の観点から「その他」に
含めております。 
 なお、当連結会計年度における当該金額は68百万円で
あります。

 前連結会計年度において、区分掲記しておりました
投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産
の取得による支出」及び「無形固定資産の取得による
支出」は、重要性の観点から当連結会計年度より「有
形及び無形固定資産の取得による支出」として区分掲
記しております。 
 なお、当連結会計年度における「有形固定資産の取
得による支出」及び「無形固定資産の取得による支
出」はそれぞれ△65,009百万円、△2,480百万円であり
ます。

前連結会計年度において、区分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「その他の引当金の
増減額」は、重要性の観点から「その他」に含めており
ます。 
 なお、当連結会計年度における当該金額は204百万円
であります。

 前連結会計年度において、区分掲記しておりました
投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産
の売却による収入」（当連結会計年度は4,671百万円）
は、重要性の観点から当連結会計年度より「有形及び
無形固定資産の売却による収入」として区分掲記して
おります。 
 なお、前連結会計年度において「無形固定資産の売
却による収入」は投資活動によるキャッシュ・フロー
の「その他」に含めて表示しており、前連結会計年度
の当該金額は10百万円、当連結会計年度は3百万円であ
ります。

前連結会計年度において、区分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「固定資産売却損
益」は、重要性の観点から「その他」に含めておりま
す。 
 なお、当連結会計年度における当該金額は△53百万円
であります。

 前連結会計年度において、財務活動によるキャッシ
ュ・フローの「その他」に含めて表示していた「少数
株主への配当金の支払額」は、重要性が増したため、
当連結会計年度については区分掲記しております。 
 なお、前連結会計年度の当該金額は△14百万円であ
ります。

前連結会計年度において、区分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「固定資産受贈益」
は、重要性の観点から「その他」に含めております。 
 なお、当連結会計年度における当該金額は△168百万
円であります。

前連結会計年度において、区分掲記しておりました投
資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の預入に
よる支出」は、重要性の観点から「その他」に含めてお
ります。 
 なお、当連結会計年度における当該金額は△194百万
円であります。
前連結会計年度において、区分掲記しておりました投

資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の払戻に
よる収入」は、重要性の観点から「その他」に含めてお
ります。 
 なお、当連結会計年度における当該金額は184百万円
であります。

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(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 有形固定資産減価償却累計額   799,605百万円 １ 有形固定資産減価償却累計額    829,284百万円
２ 偶発債務

保証債務額 7,807百万円

２ 偶発債務

保証債務額 7,570百万円

３ 「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)及び「土地の再評価に関する法律の
一部を改正する法律」(平成11年３月31日公布法律第
24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再
評価差額金を純資産の部に計上しております。

３ 「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)及び「土地の再評価に関する法律の
一部を改正する法律」(平成11年３月31日公布法律第
24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再
評価差額金を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)

(イ)東武鉄道㈱
・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)に基づき、
鉄道事業用土地については同施行令第２条第３号
に定める固定資産税評価額により、その他事業用
土地については同条第１号に定める公示価格及び
第２号に定める基準地価格により算定

・再評価を行った日…平成14年３月31日
・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

47,507百万円

(イ)東武鉄道㈱
・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)に基づき、
鉄道事業用土地については同施行令第２条第３号
に定める固定資産税評価額により、その他事業用
土地については同条第１号に定める公示価格及び
第２号に定める基準地価格により算定

・再評価を行った日…平成14年３月31日
・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

10,960百万円
なお、平成14年２月１日に東武鉄道㈱と合併によ
り消滅した東武アネックス㈱・東武プロパティー
ズ㈱・東武エステート㈱ならびに平成14年３月１
日に東武鉄道㈱と合併により消滅した銀座エフツ
ー㈱については、上記東武鉄道㈱に含めて記載し
ております。また、合併により消滅した会社の再
評価の方法ならびに再評価を行った日は以下のと
おりであります。

なお、平成14年２月１日に東武鉄道㈱と合併によ
り消滅した東武アネックス㈱・東武プロパティー
ズ㈱・東武エステート㈱ならびに平成14年３月１
日に東武鉄道㈱と合併により消滅した銀座エフツ
ー㈱については、上記東武鉄道㈱に含めて記載し
ております。また、合併により消滅した会社の再
評価の方法ならびに再評価を行った日は以下のと
おりであります。

 (ⅰ)東武アネックス㈱・東武プロパティーズ㈱・
   東武エステート㈱
・再評価の方法…同施行令第２条第５号に定める不
動産鑑定士による鑑定評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年１月31日

(ⅰ)東武アネックス㈱・東武プロパティーズ㈱・
   東武エステート㈱
・再評価の方法…同施行令第２条第５号に定める不
動産鑑定士による鑑定評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年１月31日
 (ⅱ)銀座エフツー㈱
・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固
定資産税評価額及び同施行令第２条第５号に定め
る不動産鑑定士による鑑定評価額により算定

・再評価を行った日…平成13年12月31日

(ⅱ)銀座エフツー㈱
・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固
定資産税評価額及び同施行令第２条第５号に定め
る不動産鑑定士による鑑定評価額により算定

・再評価を行った日…平成13年12月31日
(ロ)㈱東武百貨店
・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固
定資産税評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年２月28日
・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

0百万円

(ロ)㈱東武百貨店
・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固
定資産税評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年２月28日
・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

0百万円
(ハ)㈱東武宇都宮百貨店
・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固
定資産税評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年２月28日
・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

69百万円

(ハ)㈱東武宇都宮百貨店
・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固
定資産税評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年２月28日
・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

74百万円
(ニ)東武運輸㈱
・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固
定資産税評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年２月28日
・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

1,853百万円

(ニ)東武運輸㈱
・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固
定資産税評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年２月28日
・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

1,795百万円
(ホ)東武建設㈱
・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固
定資産税評価額及び同施行令第２条第５号に定め
る不動産鑑定士による鑑定評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年３月31日
・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

1,239百万円

(ホ)東武建設㈱
・再評価の方法…同施行令第２条第３号に定める固
定資産税評価額及び同施行令第２条第５号に定め
る不動産鑑定士による鑑定評価額により算定

・再評価を行った日…平成14年３月31日
・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

1,275百万円
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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)

４ 担保提供資産及び担保付債務
 担保に供している資産は次のとおりであります。

有価証券 96百万円

投資有価証券 96百万円

建物及び構築物 329,836百万円

機械装置及び運搬具 69,402百万円

土地 283,530百万円

その他の有形固定資産 8,926百万円

その他の投資その他の資産 23百万円

計 691,911百万円

４ 担保提供資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。

有価証券 82百万円

投資有価証券 384百万円

建物及び構築物 325,851百万円

機械装置及び運搬具 69,442百万円

土地 282,368百万円

その他の有形固定資産 7,301百万円

その他の投資その他の資産 23百万円

計 685,453百万円

 

 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 8,330百万円

長期借入金 142,828百万円

(内一年内返済額) 16,390百万円

鉄道・運輸機構長期未払金 78,356百万円

(内一年内返済額) 8,016百万円

計 229,515百万円
 

 担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 8,236百万円

長期借入金 140,948百万円

(内一年内返済額) 15,823百万円

鉄道・運輸機構長期未払金 70,248百万円

(内一年内返済額) 7,386百万円

計 219,433百万円

５ 純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項
 当社における借入金のうち203,925百万円について
は、各年度の決算期における連結または連結及び単体
の貸借対照表における純資産または旧資本の部の金額
を前年同期比または直前の中間期末比75％以上に維持
することを確約しております。なお、このうち20,000
百万円については、各年度の中間期においても同様に
連結及び単体の貸借対照表における旧資本の部の金額
を前期末対比75％以上に維持することを確約しており
ます。
 あわせて、上記借入金203,925百万円のうち55,035
百万円については、各年度の決算期または中間期及び
決算期における連結及び単体の損益計算書に示される
当期純損益が２期連続して損失とならないようにする
ことを確約しております。
 また、当社が発行している社債のうち30,000百万円
については、各年度の決算期における単体の損益計算
書に示される経常損益が２期連続して損失となった場
合、当該債務について期限の利益を喪失することもあ
ります。

５ 純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項
当社における借入金のうち238,607百万円について

は、各年度の決算期における連結または連結及び単体
の貸借対照表における純資産または旧資本の部の金額
を前年同期比75％以上に維持することを確約しており
ます。

あわせて、上記借入金238,607百万円のうち30,085
百万円については、各年度の決算期における連結及び
単体の損益計算書に示される当期純損益が２期連続し
て損失とならないようにすることを確約しておりま
す。

また、当社が発行している社債のうち30,000百万円
については、各年度の決算期における単体の損益計算
書に示される経常損益が２期連続して損失となった場
合、当該債務について期限の利益を喪失することもあ
ります。

６ 事業用固定資産の取得価額から控除した工事負担金
等

216,017百万円

６ 事業用固定資産の取得価額から控除した工事負担金
等

218,204百万円
７ 投資有価証券のうち、24,878百万円については有価
証券消費貸借契約により貸付を行っております。

７ 投資有価証券のうち、25,666百万円については有価
証券消費貸借契約により貸付を行っております。

(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 販売費及び一般管理費の引当金繰入額は、次のとお
りであります。

貸倒引当金繰入額 253百万円

賞与引当金繰入額 2,025百万円

退職給付費用 2,305百万円

１ 販売費及び一般管理費の引当金繰入額は、次のとお
りであります。

貸倒引当金繰入額 268百万円

賞与引当金繰入額 1,158百万円

退職給付費用 3,181百万円

２ 売上原価に含まれるたな卸資産評価損は、301百万
円であります。

２ 売上原価に含まれるたな卸資産評価損は、723百万
円であります。

３ 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。

イ 減損損失を認識した主な資産

用途 種類 場所

ホテル施設 土地、建物ほか 千葉県成田市

賃貸施設 土地、建物ほか 栃木県小山市ほか

３ 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。

イ 減損損失を認識した主な資産

用途 種類 場所

ホテル施設 土地、建物ほか 千葉県成田市

賃貸施設 土地 群馬県沼田市ほか
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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 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加4,139,709株は、単元未満株式の買取り589,709株及び株式買取請求による

買取り3,550,000株によるものであり、株式数の減少385,483株は単元未満株式の買増請求等によるものであり

ます。 

  
２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 
  

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 

 
  

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)

ロ 資産のグルーピングの方法
 管理会計上の事業毎又は物件・施設毎に資産のグ
ルーピングを行っております。

ロ 資産のグルーピングの方法
管理会計上の事業毎又は物件・施設毎に資産のグ

ルーピングを行っております。

ハ 減損損失を認識するに至った経緯
 当初想定していた営業損益が見込めなくなったこ
とや、継続的な地価の下落などにより減損損失を認
識しております。

ハ 減損損失を認識するに至った経緯
資産所有の一元化に伴い将来計画の見直しを行っ

たことや、継続的な地価の下落などにより減損損失
を認識しております。

 

ニ 減損損失の内訳

土地 473百万円

建物及び構築物 836百万円

計 1,309百万円

ニ 減損損失の内訳

土地 157百万円

建物及び構築物 509百万円

その他 15百万円

計 682百万円

ホ 回収可能価額の算定方法
 回収可能価額は、正味売却価額及び使用価値によ
り測定しております。正味売却価額は、不動産鑑定
評価基準に基づく鑑定評価額もしくは固定資産税評
価額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。また、使用価値については、将来キャ
ッシュ・フローを4.0％で割り引いて算出しており
ます。

ホ 回収可能価額の算定方法
回収可能価額は、正味売却価額及び使用価値によ

り測定しております。正味売却価額は、不動産鑑定
評価基準に基づく鑑定評価額もしくは固定資産税評
価額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。また、使用価値については、将来キャ
ッシュ・フローを4.0％で割り引いて算出しており
ます。

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度 
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 858,672,607 ─ ─ 858,672,607

合計 858,672,607 ─ ─ 858,672,607

自己株式

普通株式 2,469,956 4,139,709 385,483 6,224,182

合計 2,469,956 4,139,709 385,483 6,224,182

(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 2,140 2.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月14日
取締役会

普通株式 2,140 2.5 平成20年９月30日 平成20年12月８日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
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 2,131 利益剰余金 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 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加345,226株は、単元未満株式の買取りによるものであり、株式数の減少

67,389株は単元未満株式の買増請求等によるものであります。 

  
２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 
  

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 

 
  

 
  

前連結会計年度末 
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度 
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 858,672,607 ─ ─ 858,672,607

合計 858,672,607 ─ ─ 858,672,607

自己株式

普通株式 6,224,182 345,226 67,389 6,502,019

合計 6,224,182 345,226 67,389 6,502,019

(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 2,131 2.5 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 2,130 2.5 平成21年９月30日 平成21年12月７日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
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 2,130 利益剰余金 2.5 平成22年３月31日 平成22年６月30日

(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

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金勘定 25,158百万円

有価証券勘定 335百万円

計 25,493百万円

預入期間が３箇月を超える定期預金 △275百万円

償還期間が３箇月を超える債券等 △335百万円

現金及び現金同等物 24,882百万円
 

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

(平成22年３月31日現在)

現金及び預金勘定 25,558百万円

有価証券勘定 192百万円

計 25,750百万円

預入期間が３箇月を超える定期預金 △286百万円

償還期間が３箇月を超える債券等 △192百万円

現金及び現金同等物 25,271百万円
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(注) １ 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２ 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。 

３ 各事業区分の主要な事業内容 

運輸事業………………鉄道、バス、タクシー等の営業を行っております。 

レジャー事業…………遊園地、ホテル、飲食業等を行っております。 

不動産事業……………土地及び建物の賃貸・分譲を行っております。 

流通事業………………駅売店、百貨店業等を行っております。 

その他事業……………建設コンサルタント、電気工事、生コン製造販売等を行っております。 

４ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

５ 資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は44,393百万円であり、その主なものは、提出

会社での余資運用資金(現預金及び有価証券)、投資有価証券等であります。 

６ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より機械装置の耐用
年数の変更を行っております。これは、平成20年度の法人税法改正に伴い見直しを行ったものです。 
この結果、従来と同一の基準によった場合と比較して当連結会計年度の営業費用が運輸事業において467百
万円増加し、レジャー事業において2百万円減少し、営業利益がそれぞれ増減しております。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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)

運輸事業 
(百万円)

レジャー
事業 

(百万円)

不動産
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)

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

209,538 78,338 40,308 229,612 44,087 601,884 ─ 601,884

 (2) セグメント間の 
   内部営業収益又 
   は振替高

3,605 5,723 13,335 3,204 30,194 56,062 (56,062) ─

計 213,143 84,062 53,643 232,816 74,281 657,947 (56,062) 601,884

  営業費用 193,051 82,736 47,212 230,444 71,112 624,557 (54,961) 569,595

  営業利益 20,092 1,326 6,430 2,372 3,168 33,390 (1,101) 32,289

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び 
  資本的支出

  資産 831,303 94,222 362,565 105,471 209,292 1,602,856 (199,287) 1,403,568

  減価償却費 42,427 4,897 5,264 2,949 967 56,506 ─ 56,506

  減損損失 ─ 591 718 ─ ─ 1,309 ─ 1,309

  資本的支出 36,563 12,970 10,208 2,463 2,497 64,702 ─ 64,702
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(注) １ 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２ 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。 

３ 各事業区分の主要な事業内容 

運輸事業………………鉄道、バス、タクシー等の営業を行っております。 

レジャー事業…………遊園地、ホテル、飲食業等を行っております。 

不動産事業……………土地及び建物の賃貸・分譲を行っております。 

流通事業………………駅売店、百貨店業等を行っております。 

その他事業……………建設コンサルタント、電気工事、生コン製造販売等を行っております。 

４ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

５ 資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は57,512百万円であり、その主なものは、提出

会社での余資運用資金(現預金及び有価証券)、投資有価証券等であります。 

  

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）及び当連結会計年度（自 平成21
年４月１日 至 平成22年３月31日）については、全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの
資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記
載を省略しております。 

  

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）及び当連結会計年度（自 平成21
年４月１日 至 平成22年３月31日）については、海外売上高はないため記載しておりません。 

  

項目

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)

運輸事業 
(百万円)

レジャー
事業 

(百万円)

不動産
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)

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

203,347 74,089 40,738 214,144 47,061 579,382 ─ 579,382

 (2) セグメント間の 
   内部営業収益又 
   は振替高

3,111 5,901 16,761 2,171 30,223 58,169 (58,169) ─

計 206,459 79,991 57,500 216,315 77,284 637,551 (58,169) 579,382

  営業費用 187,302 78,837 51,556 215,285 73,891 606,873 (57,464) 549,408

  営業利益 19,156 1,153 5,944 1,030 3,392 30,678 (704) 29,973

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び 
  資本的支出

  資産 821,692 89,841 381,710 103,702 226,906 1,623,853 (225,284) 1,398,568

  減価償却費 39,919 4,559 5,147 2,887 1,154 53,668 ─ 53,668

  減損損失 ─ ─ 677 ─ 4 682 ─ 682

  資本的支出 37,630 7,510 22,378 1,348 2,275 71,143 ─ 71,143

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 
  

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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者情報、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)

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)

円 銭 円 銭

１株当たり純資産額 204 42 213 99

１株当たり当期純利益金額 18 80 16 41

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

18 37 15 67

項目
前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

当連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 261,154 277,253

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 86,899 94,894

(うち少数株主持分) (86,899) (94,894)

普通株式に係る期末純資産額(百万円) 174,254 182,359

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の
数(千株)

852,448 852,170

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)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(百万円) 16,090 13,986

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益(百万円) 16,090 13,986

普通株式の期中平均株式数(千株) 855,841 852,296

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(百万円) 549 1,013

(うち少数株主利益) (549) (1,013)

普通株式増加数(千株) 50,117 104,703

(うち転換社債型新株予約権付社債) (50,117) (104,703)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

────── ──────

(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 4,746 5,451

未収運賃 6,626 6,973

未収金 8,341 8,019

未収収益 184 268

短期貸付金 1,466 759

有価証券 135 82

分譲土地建物 51,617 55,685

貯蔵品 2,799 2,750

前払費用 1,366 1,308

繰延税金資産 3,302 568

その他 4,288 3,932

貸倒引当金 △19 △13

流動資産合計 84,855 85,785

固定資産

鉄道事業固定資産 697,698 693,395

開発事業固定資産 231,518 234,349

各事業関連固定資産 13,051 20,210

建設仮勘定 26,276 27,079

投資その他の資産

関係会社株式 147,922 151,859

投資有価証券 35,953 43,693

長期貸付金 1,051 1,007

破産更生債権等 2,112 560

繰延税金資産 4,108 －

その他 36,308 32,252

貸倒引当金 △3,745 △2,164

投資その他の資産合計 223,711 227,209

固定資産合計 1,192,255 1,202,243

繰延資産

社債発行費 1,371 1,087

繰延資産合計 1,371 1,087

資産合計 1,278,483 1,289,117
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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)

負債の部

流動負債

短期借入金 67,121 100,442

1年内返済予定の長期借入金 87,244 61,213

1年内償還予定の社債 48,000 29,000

未払金 42,248 34,587

未払費用 4,696 4,202

未払消費税等 662 －

預り連絡運賃 3,085 3,031

預り金 23,457 23,663

前受運賃 7,881 7,729

前受金 4,502 4,224

前受収益 1,768 1,772

役員賞与引当金 50 －

その他 2,315 2,131

流動負債合計 293,033 271,998

固定負債

社債 176,770 197,770

長期借入金 424,240 442,397

長期未払金 75,587 67,799

繰延税金負債 － 1,542

再評価に係る繰延税金負債 66,399 65,938

退職給付引当金 20,203 20,545

関係会社事業損失引当金 6,215 4,724

その他 26,615 24,339

固定負債合計 796,031 825,056

特別法上の準備金

特定都市鉄道整備準備金 21,702 18,085

特別法上の準備金合計 21,702 18,085

負債合計 1,110,768 1,115,140

純資産の部

株主資本

資本金 66,166 66,166

資本剰余金

資本準備金 16,541 16,541

その他資本剰余金 17,892 17,895

資本剰余金合計 34,434 34,437

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 33,917 39,952

利益剰余金合計 33,917 39,952

自己株式 △3,071 △3,221

株主資本合計 131,447 137,334

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,006 5,059

土地再評価差額金 32,262 31,582

評価・換算差額等合計 36,268 36,641

純資産合計 167,715 173,976

負債純資産合計 1,278,483 1,289,117
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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)

鉄道事業営業収益 160,248 156,415

鉄道事業営業費 141,148 140,020

鉄道事業営業利益 19,099 16,394

開発事業営業収益 59,729 67,213

開発事業営業費 53,368 60,744

開発事業営業利益 6,360 6,469

全事業営業利益 25,460 22,863

営業外収益

受取利息及び配当金 5,595 5,619

その他 3,217 2,410

営業外収益合計 8,812 8,030

営業外費用

支払利息 16,222 15,096

その他 1,465 3,071

営業外費用合計 17,688 18,167

経常利益 16,584 12,725

特別利益

固定資産売却益 2,835

工事負担金等受入額 2,040 1,510

特定都市鉄道整備準備金取崩額 3,617 3,617

関係会社事業損失引当金戻入額 － 1,391

移転補償金 1,022

その他 2,165 827

特別利益合計 10,658 8,368

特別損失

固定資産圧縮損 2,040 2,002

固定資産除却損 921 778

減損損失 721

投資有価証券評価損 1,331

関係会社株式評価損 449

関係会社事業損失引当金繰入額 844 －

その他 935 992

特別損失合計 6,796 4,224

税引前当期純利益 20,446 16,870

法人税、住民税及び事業税 81 81

法人税等調整額 6,396 7,191

法人税等合計 6,478 7,273

当期純利益 13,968 9,597
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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 66,166 66,166

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 66,166 66,166

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 16,541 16,541

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 16,541 16,541

その他資本剰余金

前期末残高 17,885 17,892

当期変動額

自己株式の処分 7 3

当期変動額合計 7 3

当期末残高 17,892 17,895

資本剰余金合計

前期末残高 34,427 34,434

当期変動額

自己株式の処分 7 3

当期変動額合計 7 3

当期末残高 34,434 34,437

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 24,437 33,917

当期変動額

剰余金の配当 △4,280 △4,261

当期純利益 13,968 9,597

土地再評価差額金の取崩 △206 699

当期変動額合計 9,480 6,034

当期末残高 33,917 39,952

自己株式

前期末残高 △1,162 △3,071

当期変動額

自己株式の取得 △2,091 △183

自己株式の処分 182 33

当期変動額合計 △1,908 △150

当期末残高 △3,071 △3,221
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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)

株主資本合計

前期末残高 123,867 131,447

当期変動額

剰余金の配当 △4,280 △4,261

当期純利益 13,968 9,597

自己株式の取得 △2,091 △183

自己株式の処分 190 36

土地再評価差額金の取崩 △206 699

当期変動額合計 7,579 5,887

当期末残高 131,447 137,334

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 15,316 4,006

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△11,310 1,053

当期変動額合計 △11,310 1,053

当期末残高 4,006 5,059

土地再評価差額金

前期末残高 32,067 32,262

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

194 △679

当期変動額合計 194 △679

当期末残高 32,262 31,582

評価・換算差額等合計

前期末残高 47,384 36,268

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△11,116 373

当期変動額合計 △11,116 373

当期末残高 36,268 36,641

純資産合計

前期末残高 171,251 167,715

当期変動額

剰余金の配当 △4,280 △4,261

当期純利益 13,968 9,597

自己株式の取得 △2,091 △183

自己株式の処分 190 36

土地再評価差額金の取崩 △206 699

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,116 373

当期変動額合計 △3,536 6,261

当期末残高 167,715 173,976
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該当事項はありません。 

  

役員の異動につきましては、開示すべき事項が発生した際に適切に開示致します。 
  

鉄道事業旅客収入及び旅客人員表（個別） 
（決算） 

 
  

（業績予想） 

 
※ 定期外旅客収入は、急行料金を含んでおります。 

 ※ 旅客人員は単位未満端数四捨五入で表示しております。 

  

  

(4)【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

（参考資料）

当   期 前   期 比較増減率

旅

客

収

入

定期外 75,807百万円 78,152 百万円 △3.0 ％

定 期 65,075百万円 66,386 百万円 △2.0 ％

合 計 140,882百万円 144,538 百万円 △2.5 ％

旅

客

人

員

定期外 301,032千人 306,650 千人 △1.8 ％

定 期 565,281千人 571,033 千人 △1.0 ％

合 計 866,313千人 877,683 千人 △1.3 ％

次 期 予 想 当     期 比較増減率

旅

客

収

入

定期外 75,227百万円 75,807百万円 △0.8 ％

定 期 64,201百万円 65,075百万円 △1.3 ％

合 計 139,429百万円 140,882百万円 △1.0 ％

旅

客

人

員

定期外 301,023千人 301,032千人 △0.0 ％

定 期 560,515千人 565,281千人 △0.8 ％

合 計 861,538千人 866,313千人 △0.6 ％
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