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(百万円未満切捨て)

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)
(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

 

22年3月期

百万円

530,405

％

△4.4

百万円

32,188

％

△4.6

百万円

20,908

％

△1.6

百万円

12,231

％

18.3

21年3月期 554,759 △11.1 33,736 △23.2 21,255 △34.9 10,340 △45.4

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

 

22年3月期

円 銭

16.79

円 銭

―

％

6.0

％

1.6

％

6.1

21年3月期 14.19 ― 5.1 1.6 6.1

(参考)持分法投資損益　　22年3月期　270百万円　　          21年3月期　261百万円
 

(2)連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

 

22年3月期

百万円

1,299,289

百万円

213,218

％

16.2

円 銭

288.76

21年3月期 1,309,738 203,274 15.3 274.82

(参考)自己資本　　　　　22年3月期　210,247百万円　　　　　21年3月期　200,233百万円

 
(3)連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物期末残高

 

22年3月期

百万円

80,973

百万円

△53,357

百万円

△27,526

百万円

31,451

21年3月期 49,537 △72,926 34,974 31,363

 
 
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

 

21年3月期

円 銭

―

円 銭

3.00

円 銭

―

円 銭

3.00

円 銭

6.00

百万円

4,399

％

42.3

％

2.1

22年3月期 ― 3.00 ― 3.50 6.50 4,760 38.7 2.3

23年3月期
(予想)

― 3.00 ― 3.50 　6.50 43.8

 
 
 
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

 

第2四半期連結累計期間

通期　

百万円

254,500

517,800

％

△5.9

△2.4

百万円

17,400

31,200

％

△17.1

△3.1

百万円

12,100

19,200

％

△24.4

△8.2

百万円

7,500

10,800

％

△16.4

△11.7

円 銭

10.30

14.83

 
 
 

－ 1 －



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)

① 会計基準等の改正に伴う変更　　有
② ①以外の変更　　　　　　　　　無
(注)詳細は、23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)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 　　22年3月期　736,995,435株　　　21年3月期　736,995,435株
② 期末自己株式数　　　　　　　       　22年3月期    8,885,469株　　　21年3月期　　8,394,793株
(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、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

 
 
 
 
(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)
 
(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

 

22年3月期

百万円

158,214

％

△0.8

百万円

29,472

％

△6.0

百万円

20,222

％

△5.0

百万円

13,473

％

69.9

21年3月期 159,465 △4.3 31,366 △7.0 21,293 △10.7 7,930 △46.3

 
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

 

22年3月期

円 銭

18.40

円 銭

―

21年3月期 10.81 ―

 
(2)個別財政状態
 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

 

22年3月期

百万円

1,058,132

百万円

199,528

％

18.9

円 銭

272.50

21年3月期 1,056,630 188,604 17.8 257.39

(参考)自己資本　　　　　22年3月期　199,528百万円　　　　　21年3月期　188,604百万円
 

 
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)

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

 

第2四半期累計期間

通期　

百万円

78,100

154,800

％

△2.4

△2.2

百万円

16,200

26,700

％

△11.1

△9.4

百万円

12,200

17,400

％

△13.1

△14.0

百万円

6,900

9,200

％

△6.8

△31.7

円 銭

9.42

12.57

 
 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しております。従って、実際の業績は業況の変化などにより記載の予想とは異
なる場合があります。また、１株当たり当期純利益は、当社による自己株式の取得を考慮して算出しております。
業績予想に関する事項は、６ページ「１.経営成績及び財政状態　(1)経営成績　②次期の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績及び財政状態
(1）経　営　成　績

① 当　期　の　概　況

当期のわが国経済は、輸出が緩やかに増加するとともに、民間設備投資が下げ止まりつつあるなど一部に持ち直

しの動きがみられたものの、企業収益は本格的な回復には至らず、雇用・所得環境が依然として低迷したほか個人

消費も伸び悩むなど、総じて厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループでは各事業にわたり積極的な営業活動と経費節減に努めましたが、各事業

において景気低迷の影響を受けたことから、営業収益は5,304億５百万円と、前連結会計年度に比べ243億５千４百

万円の減少（前期比4.4％減）となりました。

また、営業利益は321億８千８百万円と、前連結会計年度に比べ15億４千８百万円の減少（前期比4.6％減）となっ

たほか、経常利益につきましても209億８百万円と、前連結会計年度に比べ３億４千６百万円の減少（前期比1.6％

減）となりました。

しかしながら、「東京オペラシティビル」の持分売却に伴う固定資産売却益計上などにより、特別損益が改善し

たことから、当期純利益は122億３千１百万円と、前連結会計年度に比べ18億９千万円の増加（前期比18.3％増）と

なりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

運  輸  業

運輸業につきましては、安全を第一に快適で良質な輸送サービスを提供することが最も重要な社会的責任である

と捉え、「安全管理規程」の適正な運用に基づいた輸送の安全を確保するための取組みを継続的に推進しておりま

す。その取組みの一環として、昨年４月には当社において、安全に関する情報共有の円滑化を目的として「安全コ

ミュニケーションシステム」の運用を開始するなど、安全管理体制の一層の強化を図ったほか、当社及びグループ

会社において、各種設備投資をはじめとする安全の質を高めるための諸施策を鋭意進めました。

鉄道事業につきましては、輸送面において、最重要課題である当社線近郊区間の複々線化の早期完成に向け、工

事中区間の東北沢～世田谷代田間において在来線直下の掘削工事を鋭意推進したほか、下北沢駅付近のシールドト

ンネル掘進工事を進め、上り線に続き昨年10月に下り線が貫通し当該掘進工事が完了いたしました。また、車両の

新造及び改修を進め、輸送サービスの向上を図りました。

営業面においては、テレビコマーシャルの放映等の宣伝展開によりロマンスカーの利用促進や箱根地区への旅客

誘致を図ったほか、箱根フリーパスや江ノ島・鎌倉フリーパス、小田急東京メトロパスなどの企画乗車券の積極的

な販売を行い、収益の向上に努めました。また、当社において開業10周年を迎えた「小田急外国人旅行センター」

で記念キャンペーンを実施したほか、当社グループで連携し当社線沿線観光地への外国人観光客の誘致を図る各種

キャンペーンを行うなど、輸送需要の喚起に向けた施策を実施いたしました。

施設面においては、当社線で列車運行の抜本的な安全性の向上を図る観点から、連続的でより細かい速度制御が

可能となる新列車制御システム「Ｄ－ＡＴＳ－Ｐ」の全線設置に向け、導入工事を引き続き進めました。また、当

社線海老名駅などで改良工事の進捗に努めるとともに、各駅でエレベーターの設置やホームの改修をはじめとする

バリアフリー化を進めるなど、駅施設の充実を図りました。

自動車運送事業につきましては、小田急バス㈱などで新たな車両の導入を進め、排出ガスの低公害化を図るとと

もにバリアフリー化をはじめとする輸送サービスの向上に努めました。また、各社でお客さまのニーズに対応した

ダイヤ改正や運行路線の見直しを行うなど、利便性の向上を図りました。

しかしながら、鉄道事業において景気低迷に伴い輸送人員が減少したことに加え、自動車運送事業においても、

同様に景気低迷の影響を受け輸送人員が減少したほか、原油価格下落に伴い石油販売が減少したことから、それぞ

れ減収となりました。この結果、営業収益は1,686億５千４百万円と、前連結会計年度に比べ35億４千５百万円の減

少（前期比2.1％減）となりました。営業利益につきましては、各社において費用の削減に努めましたが減収を補う

ことができず、222億７千９百万円と、前連結会計年度に比べ18億５千５百万円の減少（前期比7.7％減）となりま

した。
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（業種別営業成績表）

業種別

当連結会計年度
（21.４.１～22.３.31）

営業収益（百万円） 対前期増減率（％）

鉄道事業 126,153 △1.3

自動車運送事業 38,098 △4.5

タクシー事業 3,440 △9.5

航路事業 2,032 △8.4

索道業 1,892 1.6

その他運輸業 1,053 △5.1

消去 △4,017 ―

営業収益計 168,654 △2.1

流  通  業

百貨店業につきましては、㈱小田急百貨店の新宿店において、昨年３月に婦人服フロア全体がグランドオープン

し、婦人関連フロアのリニューアルが全面的に完成するとともに、昨年９月に百貨店では日本最大級となるスポー

ツ用品売場「ハルクスポーツ」がオープンしたことで、平成19年から進めてきた全面改装工事が完了し、全館での

営業を再開いたしました。また、各店で催事をはじめとした各種営業施策を積極的に展開し収益の確保に努めたほ

か、これまで進めてきた町田店の設備更新工事が完了するなど施設の充実を図りました。

ストア業等につきましては、小田急商事㈱が運営するスーパーマーケット「Ｏｄａｋｙｕ　ＯＸ」において、伊

勢原店が新規に開業するとともに、駅構内売店のリニューアルを推進するなど、事業基盤の拡充及び施設の活性化

に努めました。

しかしながら、百貨店業において景気低迷に伴う消費マインドの冷え込みから、旗艦店の新宿店をはじめ、町田

店、藤沢店の各店においても減収となったため、営業収益は2,326億４千８百万円と、前連結会計年度に比べ181億

３千６百万円の減少（前期比7.2％減）、営業利益につきましても、百貨店業が低調に推移したことに伴い、６億４

千万円と、前連結会計年度に比べ11億４千５百万円の減少（前期比64.1％減）となりました。

（業種別営業成績表）

業種別

当連結会計年度
（21.４.１～22.３.31）

営業収益（百万円） 対前期増減率（％）

百貨店業

小田急百貨店新宿店 92,565 △11.7

小田急百貨店町田店 43,993 △6.9

小田急百貨店藤沢店 15,154 △10.1

その他 7,461 0.4

計 159,174 △9.7

ストア業等 82,643 △1.5

消去 △9,169 ―

営業収益計 232,648 △7.2
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不  動  産  業

不動産分譲業につきましては、小田急不動産㈱において「リーフィア片平」、「デュアルたまプラーザ」などの

戸建住宅や、「プライムアリーナ新百合ヶ丘」をはじめとするマンションを分譲するなど、積極的な営業活動を実

施し、収益の確保に努めました。

不動産賃貸業につきましては、当社において、経堂地区で賃貸商業施設等を配置した複合的な街づくりを行う開

発計画を推進し、賃貸マンション及び駅前商業施設の建設工事に着手したほか、首都圏最大級のフィットネスクラ

ブを核テナントとする「経堂スポーツクラブビル」を開業いたしました。また、駅舎一体型の賃貸商業施設「小田

急マルシェ伊勢原」が昨年４月に営業を開始するなど収益基盤の拡充を図るとともに、「新百合ヶ丘エルミロード」

の食品フロアにおいてリニューアルを実施するなど、施設の充実、活性化を図る施策を実施いたしました。さらに、

一層の事業基盤の拡充を図る観点から、当社及び小田急不動産㈱においてオフィスビルなどの取得を推進いたしま

した。

以上の結果、不動産賃貸業はほぼ前年並みの収入となりましたが、不動産分譲業において販売戸数が増加したこ

とに伴い増収となったことから、営業収益は700億４千４百万円と、前連結会計年度に比べ30億５千３百万円の増加

（前期比4.6％増）となりました。営業利益につきましては、不動産分譲業における増収に加えたな卸資産評価損の

減少もあり、108億４千７百万円と、前連結会計年度に比べ23億４千１百万円の増加（前期比27.5％増）となりまし

た。

（業種別営業成績表）

業種別

当連結会計年度
（21.４.１～22.３.31）

営業収益（百万円） 対前期増減率（％）

不動産分譲業 30,817 8.1

不動産賃貸業 41,926 0.1

その他 1,288 △27.4

消去 △3,987 ―

営業収益計 70,044 4.6

そ の 他 の 事 業

ホテル業につきましては、㈱ホテル小田急が運営する「ハイアット リージェンシー 東京」において平成16年か

ら進めてきた営業施設改修工事が完了し、全館での営業を再開するとともに、昨年４月にオールデイダイニング「カ

フェ」の営業を開始いたしました。また、㈱小田急リゾーツが運営する「小田急 ホテルはつはな」では、客室及び

宴会場の一部をリニューアルし、これを記念した宿泊プランを発売したほか、「小田急 山のホテル」で本年４月の

リニューアルオープンに向けた改修工事を推進するなど、上質なサービスの提供及び施設の充実に努めました。

レストラン飲食業につきましては、㈱小田急レストランシステム及びジローレストランシステム㈱において、新

規業態の開発とあわせ、両社で10店舗の新規出店、14店舗の改装を実施するなど、集客力の強化を図りました。

しかしながら、ホテル業、レストラン飲食業などにおいて景気低迷の影響を受けたことにより、営業収益は965億

１千１百万円と、前連結会計年度に比べ66億円の減少（前期比6.4％減）となったほか、17億１千６百万円の営業損

失を計上いたしました。
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（業種別営業成績表）

業種別

当連結会計年度
（21.４.１～22.３.31）

営業収益（百万円） 対前期増減率（％）

ホテル業

ハイアットリージェンシー東京 9,432 △2.1

ホテルセンチュリー静岡 3,431 △7.1

小田急ホテルセンチュリー
サザンタワー

3,026 △10.7

その他 8,787 △7.2

計 24,678 △5.8

レストラン飲食業 21,242 △5.3

旅行業 6,843 △9.1

ビル管理・メンテナンス業 20,046 △3.5

その他 29,331 △8.7

消去 △5,630 ―

営業収益計 96,511 △6.4

 

　② 次 期 の 見 通 し

平成23年３月期の業況は、国内景気に一部底打ち感が見られるものの、依然として雇用・所得環境は改善されず、

個人消費の回復には時間を要すると見込まれることから、引き続き厳しい事業環境が継続するものと考えておりま

す。そのようななか、当社の次期の連結業績予想につきましては、運輸業・その他の事業は前年並みの収入を見込

むものの、消費環境低迷の影響を受ける流通業、分譲の販売戸数減少および賃貸ビルの持分売却の影響を受ける不

動産業において減収を見込むことから、営業収益は5,178億円（前期比2.4％減）を見込んでおります。

営業利益につきましては、不動産業における収入の減少に加え運輸業における費用の増加もあり、312億円（前期

比3.1％減）と全体では減益を見込みますが、百貨店・ホテルを中心に引き続き費用の削減を推進することから、流

通業・その他の事業のセグメントについては増益を見込んでおります。

また、経常利益については192億円（前期比8.2％減）、当期純利益については108億円（前期比11.7％減）をそれ

ぞれ見込んでおります。

なお、セグメント別の詳細につきましては、別途開示しております「2010年３月期決算説明資料」をご参照くだ

さい。

※上記の予想は、現時点で得られた情報に基づいて算定しております。従って、実際の業績は業況の変化などによ

り記載の予想とは異なる場合があります。
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(2） 財  政  状  態

①資産、負債及び純資産の状況

総資産は１兆2,992億８千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ104億４千９百万円減少いたしました。これ

は、不動産業において分譲販売が進捗したことにより、分譲土地建物が減少したことが主な要因であります。また、

負債の部は１兆860億７千１百万円となり、前連結会計年度末と比べ203億９千３百万円減少いたしましたが、これ

は借入金の圧縮を進めたことによるものであります。

純資産の部は2,132億１千８百万円となり、当期純利益の計上により利益剰余金が増加したことなどから前連結会

計年度末と比べ99億４千４百万円増加いたしました。

②キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益259億５千７百万円に減価償却費や法人税等の支

払額などを加減した結果、809億７千３百万円の資金収入となりました。前連結会計年度に比べ、314億３千５百万

円の資金収入の増加となりましたが、これは不動産業で分譲販売が進捗したことによりたな卸資産が減少したこと

や、法人税等の支払額が減少したことなどによるものであります。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、533億５千７百万円の資金支出となりました。前連結会計年度に比べ、

195億６千９百万円の資金支出の減少となりましたが、これは設備投資が進捗した一方で、賃貸ビルの持分を売却し、

資金回収を図ったことによるものであります。　　

この結果、これらを差し引いたフリー・キャッシュ・フローは276億１千５百万円の資金収入となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の圧縮を進めたことなどにより、275億２千６百万円の資金支出と

なりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比べ８千８百万円増加し、314億５千１百

万円となりました。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

19年３月期 20年３月期 21年３月期 22年３月期

自己資本比率（％） 15.4 16.2 15.3 16.2

時価ベースの自己資本比率（％） 47.3 41.7 42.5 43.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 12.6 8.3 16.5 9.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ 4.3 6.5 3.5 5.9

１　各指標の算出方法は以下のとおりであります。

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

２　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。

３　株式時価総額は、期末終値×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。

４　有利子負債は、借入金＋社債＋鉄道・運輸機構未払金により算出しております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、公共性の高い鉄道事業を中心に事業展開を行っており、これまでは安定的な経営の維持という観点から、

安定した配当を継続的に行うことを利益還元の基本方針とし、内部留保金につきましては、沿線の価値の向上に貢

献すべく複々線化などの事業基盤拡充のための投資に充当してまいりました。

今後も、沿線地域の発展を通じた業績向上を目指すため、内部留保金を重点分野・成長分野に積極的に再投資し

ていく方針は堅持してまいりますが、業績向上による成果を株主の皆さまへ還元していくために、平成19年10月に

新たに以下の基本方針を配当政策として掲げました。

　当社は、沿線の価値の向上に貢献するため、内部留保金を重点分野・成長分野に積極的に再投資するとともに、

業績向上の成果を持続的に還元するため、連結株主資本の概ね2.5％を上限として利益配当することを基本方針とし

ております（ただし、前年度と比較して当期純利益が減少する場合は１株当たりの配当金を据え置くものとし、天

災等、多額の損失を計上する場合は、財務状況を勘案のうえ配当を決定するものとします）。

この方針に基づき、当期につきましては、期末配当金として１株当たり３円50銭（中間配当金３円を加えた年間

配当金は１株当たり６円50銭）を予定しております。次期の年間配当予想につきましても、１株当たり６円50銭（中

間配当金３円、期末配当金３円50銭）を見込んでおります。

また、内部留保金につきましては、沿線の価値の向上に貢献すべく複々線化など事業基盤拡充のための投資に充

当してまいります。
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、子会社73社及び関連会社６社で構成され、その営んでいる主要な事業内容を事業の種類別

セグメントに関連付けて示すと、次のとおりであります。

(1）運輸業（34社）

事業の内容 会社名

鉄道事業 当社、箱根登山鉄道㈱①、江ノ島電鉄㈱①

自動車運送事業 箱根登山バス㈱①、小田急箱根高速バス㈱①、㈱江ノ電バス横浜①、㈱江ノ電バス藤沢①、

神奈川中央交通㈱③、小田急バス㈱①、立川バス㈱①、東海自動車㈱①、㈱伊豆東海バス①、

㈱南伊豆東海バス①、㈱西伊豆東海バス①、㈱中伊豆東海バス①、㈱沼津登山東海バス①

タクシー事業 小田急交通㈱①

航路事業 箱根観光船㈱①

索道業 箱根ロープウェイ㈱①

鋼索業 大山観光電鉄㈱②

その他運輸業 小田急箱根ホールディングス㈱①

 その他　13社

(2）流通業（９社）

事業の内容 会社名

百貨店業 ㈱小田急百貨店①

ストア業等 小田急商事㈱①、㈱北欧トーキョー①、㈱ビーバートザン①、㈱小田急フレッシュ①、小田急食品㈱①

 その他　３社

(3）不動産業（６社）

事業の内容 会社名

不動産分譲業 当社、小田急不動産㈱①、㈱小田急ハウジング①

不動産賃貸業 当社、小田急不動産㈱①、箱根施設開発㈱①、㈱フラッグス①、小田急西新宿ビル㈱①

(4）その他の事業（33社）

ア　レジャー・サービス（12社）

事業の内容 会社名

ホテル業 ㈱ホテル小田急①、㈱小田急リゾーツ①、㈱ホテル小田急サザンタワー①、㈱ホテル小田急静岡①

レストラン飲食業 ㈱小田急レストランシステム①、ジローレストランシステム㈱①

旅行業 ㈱小田急トラベル①

ゴルフ場業 ㈱小田急スポーツサービス①、㈱富士小山ゴルフクラブ②

 その他　３社

イ　その他（21社）

事業の内容 会社名

鉄道メンテナンス業 ㈱小田急エンジニアリング①

自動車整備販売業 小田急車両工業㈱①

ビル管理・メンテナンス業 ㈱小田急ビルサービス①、小田急デパートサービス㈱①

広告代理業 ㈱小田急エージェンシー①

園芸・造園業 ㈱小田急ランドフローラ①

金融・経理代行業 ㈱小田急フィナンシャルセンター①

保険代理業 ㈱小田急保険サービス①

介護・保育業 ㈱小田急ライフアソシエ①

 その他　12社

（注） １　①は連結子会社

２　②は非連結子会社

３　③は持分法適用関連会社

４　各事業の会社数には当社が重複しております。

５　上記のうち、神奈川中央交通㈱は東京証券取引所市場第１部に上場しております。
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＜ 企 業 集 団 の 概 要 図 ＞

 
お  客  様 

流 通 業 

（子会社） 

㈱小田急百貨店 

小田急商事㈱ 

㈱北欧トーキョー 

㈱ビーバートザン 

㈱小田急フレッシュ 

小田急食品㈱ 

その他の事業 

＜レジャー・サービス＞ 

（子会社） 

㈱ホテル小田急 

㈱小田急リゾーツ 

㈱ホテル小田急サザンタワー 

㈱ホテル小田急静岡 

㈱小田急レストランシステム 

ジローレストランシステム㈱ 

㈱小田急トラベル 

㈱小田急スポーツサービス 

＜その他＞ 

（子会社） 

㈱小田急エンジニアリング 

小田急車両工業㈱ 

㈱小田急ビルサービス 

小田急デパートサービス㈱ 

㈱小田急エージェンシー 

㈱小田急ランドフローラ 

㈱小田急フィナンシャルセンター 

㈱小田急保険サービス 

㈱小田急ライフアソシエ 

運 輸 業 

（子会社） 

箱根登山鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

箱根登山バス㈱ 

小田急箱根高速バス㈱ 

㈱江ノ電バス横浜 

㈱江ノ電バス藤沢 

小田急バス㈱ 

立川バス㈱ 

東海自動車㈱その他5社 

小田急交通㈱ 

箱根観光船㈱ 

箱根ロープウェイ㈱ 

小田急箱根ホールディングス㈱ 

（関連会社） 

神奈川中央交通㈱ 

不 動 産 業 

（子会社） 

小田急不動産㈱ 

㈱小田急ハウジング 

箱根施設開発㈱ 

㈱フラッグス 

小田急西新宿ビル㈱ 

店舗建物 

の賃貸等 

当   社 

 

鉄道事業 

不動産業 その他の事業 

店舗土地 

の賃貸等 

旅客輸送 

の連携 

店舗建物 

の賃貸等 

　（注）上図は当社、連結子会社46社、持分法適用会社１社の概要図であります。
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３．経営方針
(1）経営の基本方針

当社は、今後のグループ経営の方向性を明確にするために、以下のとおり「グループ経営理念」を掲げ、この理念

を実現しグループ価値の最大化を図ることを経営の基本方針としております。

＜グループ経営理念＞

１　経営理念

小田急グループは、お客さまの「かけがえのない時間（とき）」と「ゆたかなくらし」の実現に貢

献します。

２　経営方針

私たちは、日々の業務を誠実に遂行することで経営理念を実現し、社会とともに持続的に発展しま

す。これを小田急グループの社会的責任（ＣＳＲ）と定め、以下の経営方針を掲げます。

①　外部環境に自ら適応し、常にお客さま起点で行動します。

②　様々なネットワークを通じて、お客さまの期待に応えるために協働します。

③　関わりあう人々と協調することで、適正で調和のとれた経営に努めます。

④　自主・自律と相互の信頼に基づき、誇りと喜びをもって、互いに高め合い成長できる活気に満ち

た企業を目指します。

(2）中長期的な経営戦略

当社では、「グループ経営理念」の実現とグループ価値の最大化を目指すために、グループとしてのあるべき将来

像や各社の使命・役割を示したグループ事業ビジョン「Ｖａｌｕｅ Ｕｐ 小田急」を策定しております。

グループ各社は、「グループ経営理念」及び「Ｖａｌｕｅ Ｕｐ 小田急」に示された事業成長の方向性に従って、

それぞれの役割を確実に実行し、自主自立のもと個々の事業が価値を高めるとともに、グループの協働を通じて将来

にわたるキャッシュ・フローを最大化させ、更なるグループ価値・沿線価値の向上を目指してまいります。なお、こ

れを進めるにあたっては、グループの経営資源を最大限に活用し、資産収益性を向上させることが重要であることか

ら、グループ全体としてはＲＯＡ・ＲＯＥ・有利子負債／ＥＢＩＴＤＡ倍率といった経営指標を重視しております。

(「Ｖａｌｕｅ Ｕｐ 小田急」で定めた当社グループの提供価値)

「グループ経営理念」を実現し、グループ価値の最大化を図っていくために、「Ｖａｌｕｅ Ｕｐ 小田急」では

当社グループがお客さまに提供する価値を次のように定めております。

「沿線エリアに広がる都市と自然の恵みを活かし、人々の生活シーンにおいて、『安心、便利、快適』を基本に、

一つでも多くの『上質と感動』を提供します。」

(当社グループの全体戦略)

「Ｖａｌｕｅ Ｕｐ 小田急」では、以下に掲げる項目を当社グループの全体戦略としております。

①　事業の選択と集中

重点分野や将来性のある成長分野に対して経営資源を重点配分する一方で、採算性や提供価値創出の観点から

事業継続が困難と判断される場合には、事業の改廃を果断に行ってまいります。また、グループ価値向上に向け、

外部パートナーとの連携やＭ＆Ａにも積極的に取り組んでまいります。

②　自主自立下の既存事業強化

グループ各事業が自力で他社と競争し、持続的に事業成長を果たすことを目指してまいります。そのために、

グループの各事業において変化する事業環境に機敏に対応し、市場に適応した事業構造を構築していくことで外

部競争力を高めてまいります。

③　グループの協働

自主自立した各事業がお互いの強みを出し合い、お客さま視点に立って連携することで競合にはないサービス

を生み出し、強固な事業基盤を築いてまいります。
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(３つの事業領域の設定)

「Ｖａｌｕｅ Ｕｐ 小田急」では、お客さまの生活シーンに応じて「ドアツードア」、「ライフスタイル」、「リ

ビングスペース」という３つの事業領域を設定しております。これらの領域において個々の事業がサービスの質的

向上により競争力を高めるとともに、新規事業などによるサービスメニューの充実や沿線エリアの面的充実を進め

ることで事業成長を志向します。また、個々の事業が自らの強みを出し合い協働することでグループ全体最適を図

ります。

①　ドアツードア

お客さまの出発地から目的地までの移動シーンにおける価値向上を目指し、引き続き複々線化工事を鋭意推進

していくほか、駅施設のユニバーサルデザイン化や鉄道・バス・タクシーの連携による交通ネットワークの強化

を推進することで、競争優位を確立してまいります。

②　ライフスタイル

お客さまの生活・ビジネスに必要な消費・事業活動の価値向上を目指し、店舗施設の新設やリニューアルなど

を推進することで、沿線エリアの魅力向上を図ってまいります。

③ リビングスペース

住宅やオフィスなど、お客さまの生活全般における居住・滞在シーンの価値向上を目指し、向ヶ丘遊園跡地の

再開発を推進していくほか、リフォームをはじめとする住宅関連事業の強化を図ることで、お客さまにお選びい

ただける沿線を目指してまいります。

なお、３つの事業領域が一体となってサービスを提供することで相乗効果をより発揮していく戦略として、従来

から進めてきた「新宿」、「沿線」、「箱根」の各エリア戦略についても引き続き推進いたします。

(3）対処すべき課題

当社グループでは、お客さまの「かけがえのない時間（とき）」と 「ゆたかなくらし」の実現に貢献することを経

営理念とし、その実現を通じて社会とともに持続的に発展していくことが当社グループの社会的責任（ＣＳＲ）であ

ると捉えております。経営理念の実現を目指すため、グループ全体の将来像や各事業の役割を示した事業ビジョン「Ｖ

ａｌｕｅ　Ｕｐ　小田急」を策定しており、これに示された事業成長の方向性に従って、グループ各社がそれぞれの

役割を確実に実行し、自主自立のもと個々の事業価値を高めるとともに、グループの協働を通じてさらなるグループ

価値・沿線価値の向上を目指してまいります。

このグループ経営理念、グループ事業ビジョンのもと、当社グループにおいては以下の内容を重要な経営課題とし

て認識し取り組んでまいります。

（運輸業における安全対策の強化）

運輸業においては、安全を第一に快適で良質な輸送サービスを提供することが最も重要な社会的責任であると捉え、

当社及びグループ各社で制定している「安全管理規程」に基づき、安全の重要性を強く認識し日々の業務にあたると

ともに、事故防止対策を含めた安全管理体制の不断の確認と継続的な改善を実施し、その強化を図ってまいります。

あわせて、施設面の安全対策として、当社において新列車制御システム「Ｄ－ＡＴＳ－Ｐ」の全線設置に向けた導入

工事などを引き続き推進するほか、各社で防災対策や設備更新工事を実施するなど、安全の質を高める諸施策に積極

的に取り組んでまいります。

（当社線近郊区間の複々線化事業の早期完成）

当社では、ラッシュピーク時間帯の混雑緩和や所要時間の短縮など快適な輸送サービスを実現するための抜本的な

輸送改善策として、近郊区間の複々線化事業に全力をあげて取り組んでおります。今後につきましても、平成25年度

の完成を目指し、残る工事中区間の東北沢～世田谷代田間における工事を鋭意進めてまいります。

（沿線エリアにおける活性化策および開発計画の推進）

主要な事業エリアである当社線沿線の価値を向上させるため、エリアごとの特性やニーズにあわせた事業展開を推

進しその活性化を図るとともに、保有する経営資源を活用した開発計画を推進してまいります。

このうち、新宿エリアでは、エリア内の当社グループ施設を一体として捉えた「新宿テラスシティ」における各種

施策により相乗効果の一層の発揮を図るほか、箱根エリアでは観光地としての競争力強化へ向け、グループ間の連携

による諸施策などを積極的に推進してまいります。

また、その他のエリアでは、経堂地区において複合的な街づくりを行う開発計画を推進しており、平成23年の全体

開業を目指し駅前商業施設、賃貸マンションの建設工事などの進捗に努めるとともに、向ヶ丘遊園の跡地利用におい

て、平成16年に川崎市と締結した基本合意を踏まえ、緑豊かな周辺環境との調和を重視して策定した基本計画につい

て、その具体化に向け引き続き関係機関との協議等を進めてまいります。
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（小田急ポイントカードによるグループ全体での相乗効果の発揮）

グループ全体での相乗効果を最大限に発揮させる観点から、各種キャンペーンの展開を通じ、小田急ポイントカー

ドの新規会員の獲得やその利用機会の拡大に努めてまいります。これらを一層推進するべく、ＩＣカード乗車券ＰＡ

ＳＭＯと連携することで「ＯＰクレジットカード」の魅力向上に取り組むとともに、引き続き当社グループを中心に

ポイントサービスを利用できる加盟店の拡大やサービス内容の拡充を進めてまいります。

（コンプライアンス体制の強化・内部統制システムの整備）

コンプライアンスへの取組みはリスクマネジメントの一環として、当社グループの社会的責任（ＣＳＲ）を果たし

ていくうえで必要不可欠なものであると認識し、諸施策の継続的な改善や教育の実施などによる意識の向上を通じて、

その体制の強化を図ってまいります。また、これらを含めた内部統制システムの整備につきましては、会社法に定め

る「内部統制システム構築の基本方針」の取締役会決議を踏まえ、常勤役員からなる 「内部統制委員会」を中心に据

えて、財務報告に係る内部統制に関する事項も含め引き続きその体制の強化にグループをあげて取り組んでまいりま

す。

（環境問題及び自然との共生への取組み）

環境への取組みは、当社グループの社会的責任（ＣＳＲ）を果たすうえで特に重要性が高いとの認識のもと、事業

活動に伴う温室効果ガスを削減する地球温暖化対策や列車走行に伴う騒音・振動の低減策の推進など、環境負荷の低

減に鋭意取り組んでまいります。また、沿線の緑豊かな自然環境を保全し、活用する、自然との共生に積極的に取り

組んでまいります。

これら諸課題の着実な遂行とあわせ、低成長時代にあっても持続的な成長が可能となる体制を構築していくことに

より、業績の向上と経営基盤の強化を図り経営理念の実現を目指すとともに、その実現を通じて当社グループの社会

的責任（ＣＳＲ）を果たしていくことで、信頼されることはもとより、愛され尊敬される企業グループを目指してま

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 31,523 31,552

受取手形及び売掛金 21,256 19,580

リース債権及びリース投資資産 1,790 1,543

有価証券 10 10

商品及び製品 11,680 11,464

分譲土地建物 ※5, ※7  42,727 ※5, ※7  36,365

仕掛品 619 375

原材料及び貯蔵品 1,412 1,447

繰延税金資産 4,850 4,913

その他 25,325 25,515

貸倒引当金 △187 △189

流動資産合計 141,009 132,578

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1, ※3, ※6  505,353 ※1, ※3, ※6  486,113

機械装置及び運搬具（純額） ※1, ※3, ※6  73,647 ※1, ※3, ※6  69,731

土地 ※3, ※5, ※6, ※7  361,805 ※3, ※5, ※6, ※7  374,331

リース資産（純額） ※1  2,469 ※1  2,172

建設仮勘定 110,256 118,710

その他（純額） ※1, ※3, ※6  13,104 ※1, ※3, ※6  10,933

有形固定資産合計 1,066,637 1,061,993

無形固定資産   

のれん 6,632 4,746

リース資産 497 388

その他 13,559 14,263

無形固定資産合計 20,688 19,397

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  53,899 ※2  58,522

長期貸付金 121 128

繰延税金資産 4,490 5,136

その他 ※3  23,748 ※3  22,362

貸倒引当金 △856 △829

投資その他の資産合計 81,402 85,319

固定資産合計 1,168,728 1,166,710

資産合計 1,309,738 1,299,289



（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 28,079 24,430

短期借入金 ※3  204,586 ※3  215,514

1年以内償還社債 45,000 40,000

リース債務 2,735 2,465

未払法人税等 1,408 7,881

前受金 37,153 35,597

繰延税金負債 3 4

賞与引当金 7,578 7,315

商品券等引換引当金 837 1,195

その他 ※3  89,641 ※3  84,626

流動負債合計 417,025 419,031

固定負債   

社債 165,000 175,000

長期借入金 ※3  270,241 ※3  241,275

鉄道・運輸機構長期未払金 ※3  123,394 ※3  114,992

リース債務 1,937 1,677

繰延税金負債 3,444 10,006

再評価に係る繰延税金負債 ※7  1,506 ※7  1,499

退職給付引当金 29,783 30,701

受託工事長期前受金 14,571 20,883

その他 ※3  51,359 ※3  47,503

固定負債合計 661,239 643,539

特別法上の準備金   

特定都市鉄道整備準備金 28,200 23,500

特別法上の準備金合計 28,200 23,500

負債合計 1,106,464 1,086,071

純資産の部   

株主資本   

資本金 60,359 60,359

資本剰余金 58,574 58,572

利益剰余金 70,996 78,844

自己株式 △4,535 △4,887

株主資本合計 185,395 192,889

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,591 18,121

土地再評価差額金 ※7  △754 ※7  △762

評価・換算差額等合計 14,837 17,358

少数株主持分 3,040 2,970

純資産合計 203,274 213,218

負債純資産合計 1,309,738 1,299,289



（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 554,759 530,405

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 ※1, ※2  421,688 ※1, ※2  405,075

販売費及び一般管理費 ※1, ※3  99,333 ※1, ※3  93,141

営業費合計 521,022 498,216

営業利益 33,736 32,188

営業外収益   

受取利息 57 36

受取配当金 1,260 1,043

持分法による投資利益 261 270

環境対策費用戻入益 － 715

雑収入 2,636 2,427

営業外収益合計 4,216 4,493

営業外費用   

支払利息 14,368 13,574

雑支出 2,330 2,198

営業外費用合計 16,698 15,773

経常利益 21,255 20,908

特別利益   

固定資産売却益 ※4  178 ※4  7,795

工事負担金等受入額 1,708 11,300

特定都市鉄道整備準備金取崩額 4,700 4,700

その他 612 777

特別利益合計 7,199 24,574

特別損失   

固定資産売却損 ※5  108 ※5  76

固定資産圧縮損 1,455 11,149

固定資産除却損 5,318 3,625

減損損失 ※6  1,368 ※6  2,243

その他 282 2,429

特別損失合計 8,534 19,525

税金等調整前当期純利益 19,921 25,957

法人税、住民税及び事業税 3,696 9,403

法人税等調整額 5,757 4,256

法人税等合計 9,454 13,660

少数株主利益 125 66

当期純利益 10,340 12,231



（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 60,359 60,359

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 60,359 60,359

資本剰余金   

前期末残高 59,012 58,574

当期変動額   

自己株式の処分 △438 △1

当期変動額合計 △438 △1

当期末残高 58,574 58,572

利益剰余金   

前期末残高 65,054 70,996

当期変動額   

剰余金の配当 △4,398 △4,392

当期純利益 10,340 12,231

土地再評価差額金の取崩 － 8

当期変動額合計 5,942 7,847

当期末残高 70,996 78,844

自己株式   

前期末残高 △3,291 △4,535

当期変動額   

自己株式の取得 △1,505 △417

自己株式の処分 261 65

当期変動額合計 △1,244 △352

当期末残高 △4,535 △4,887

株主資本合計   

前期末残高 181,135 185,395

当期変動額   

剰余金の配当 △4,398 △4,392

当期純利益 10,340 12,231

土地再評価差額金の取崩 － 8

自己株式の取得 △1,505 △417

自己株式の処分 △177 63

当期変動額合計 4,259 7,493

当期末残高 185,395 192,889



（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 28,385 15,591

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,793 2,529

当期変動額合計 △12,793 2,529

当期末残高 15,591 18,121

土地再評価差額金   

前期末残高 △754 △754

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △8

当期変動額合計 － △8

当期末残高 △754 △762

評価・換算差額等合計   

前期末残高 27,630 14,837

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,793 2,520

当期変動額合計 △12,793 2,520

当期末残高 14,837 17,358

少数株主持分   

前期末残高 3,013 3,040

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27 △70

当期変動額合計 27 △70

当期末残高 3,040 2,970

純資産合計   

前期末残高 211,780 203,274

当期変動額   

剰余金の配当 △4,398 △4,392

当期純利益 10,340 12,231

土地再評価差額金の取崩 － 8

自己株式の取得 △1,505 △417

自己株式の処分 △177 63

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,765 2,450

当期変動額合計 △8,506 9,944

当期末残高 203,274 213,218



（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 19,921 25,957

減価償却費 58,953 58,262

減損損失 1,368 2,243

のれん償却額 1,983 1,974

賞与引当金の増減額（△は減少） △978 △263

退職給付引当金の増減額（△は減少） △426 918

貸倒引当金の増減額（△は減少） △599 △24

商品券等引換引当金の増減額（△は減少） △176 357

受取利息及び受取配当金 △1,318 △1,080

支払利息 14,368 13,574

持分法による投資損益（△は益） △261 △270

環境対策費用戻入益 － △715

工事負担金等受入額 △1,708 △11,300

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） △4,700 △4,700

投資有価証券売却損益（△は益） △109 531

関係会社株式売却損益（△は益） － △321

固定資産売却損益（△は益） △70 △7,719

固定資産除却損 4,015 3,850

固定資産圧縮損 1,455 11,149

有価証券評価損益（△は益） 152 3

たな卸資産評価損 2,170 1,202

売上債権の増減額（△は増加） 2,216 1,678

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,008 6,195

仕入債務の増減額（△は減少） △3,584 △3,932

未成工事受入金の増減額（△は減少） △319 －

その他 △17,818 △1,143

小計 72,526 96,429

利息及び配当金の受取額 1,457 1,219

利息の支払額 △14,216 △13,753

法人税等の支払額 △10,229 △2,922

営業活動によるキャッシュ・フロー 49,537 80,973



（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   

投資有価証券の取得による支出 △1,115 △4,343

投資有価証券の売却による収入 236 3,788

子会社株式の売却による収入 1,670 －

有形固定資産の取得による支出 △92,512 △95,674

有形固定資産の売却による収入 1,024 23,034

短期貸付金の純増減額（△は増加） 20 △175

長期貸付けによる支出 △3 △21

長期貸付金の回収による収入 19 14

受託工事前受金の受入による収入 12,735 13,567

鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 5,156 6,311

その他 △157 140

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,926 △53,357

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 18,494 △11,805

長期借入れによる収入 22,503 19,232

長期借入金の返済による支出 △25,849 △25,465

社債の発行による収入 60,000 50,000

社債の償還による支出 △25,000 △45,000

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 △7,917 △8,153

配当金の支払額 △4,393 △4,372

自己株式の取得による支出 △1,486 △408

その他 △1,377 △1,553

財務活動によるキャッシュ・フロー 34,974 △27,526

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,585 88

現金及び現金同等物の期首残高 19,777 31,363

現金及び現金同等物の期末残高 ※  31,363 ※  31,451



継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社数は46社であります。

主要な連結子会社は、㈱小田急百貨店、小田急商事㈱、小田急不動産㈱であります。

(2) 主要な非連結子会社は、㈱富士小山ゴルフクラブであります。

なお、非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）の合

計額はそれぞれ連結総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等の額に比していずれも少額であり連結財務諸表

に重要な影響を及ぼさないので連結の範囲から除外しております。

 

２　持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社は、神奈川中央交通㈱１社であります。

(2) 大山観光電鉄㈱ほか持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等に重要な影響を及ぼさないので持分法を適用しておりません。

 

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なるものは、㈱小田急フレッシュ、㈱小田急百貨店、小田急商事㈱、小田急

食品㈱、㈱北欧トーキョー及び小田急デパートサービス㈱の６社であり、各社の決算日は２月末日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、各社の決算日に基づく財務諸表によっておりますが、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しております。　

 

４　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

①　有価証券

満期保有目的の債券　　　償却原価法（定額法）

その他有価証券　　　　　時価のあるもの　　　　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

移動平均法により算定）

時価のないもの　　　　移動平均法に基づく原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への

出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみな

されるもの）については、組合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む方法によっております。　

②　たな卸資産　　　評価基準は原価法によっております。

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

分譲土地建物、仕掛品　　　　　 個別法

その他のたな卸資産　　　　　　 主に売価還元法

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

主に定率法によっております。ただし、建物（建物附属設備を除く）は主に定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　 　３～60 年

機械装置及び運搬具　　　　 ３～20 年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、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。

③　リース資産

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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。
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(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、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。

②　賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額を計上しております。

③　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。なお、会計基準変更時差異44,208百万円については、一部の連結子会社を除き10年による均等額

で費用処理しております。

過去勤務債務については、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（10年）による

定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、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（10年）に

よる定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

④　商品券等引換引当金

商品券、旅行券及びバスカード等の未使用分について、収益に計上したものに対する将来の使用に備えるため、

過去の実績に基づく使用見込額を計上しております。

 

(4）特別法上の準備金

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しております。

なお、特定都市鉄道整備準備金のうち、4,700百万円につきましては、１年以内に使用されると認められるもので

あります。

 

(5）鉄道事業における工事負担金等の処理方法

鉄道事業における連続立体交差事業の高架化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は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資

産の取得原価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、固定資産の取得原価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。

 

(6）重要な収益及び費用の計上基準

①　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

②　完成工事高及び完成工事原価の計上基準

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

捗率の見積りは主に原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

 

(7）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては

特例処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金の利息

③　ヘッジ方針

資金担当部門が決裁責任者の承認を得て、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしており

ます。

④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の

累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして、

ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、金利の変動に伴う

キャッシュ・フローの変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性の評価を省略しております。
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(8）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

①　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。

②　支払利息の資産の取得原価への算入方法

当社は長期・大規模等特定の分譲土地にかかる借入金の利息は、当該資産の取得原価に算入することとしてお

りますが、当連結会計年度において算入した金額はありません。

③　連結納税制度の適用

一部の連結子会社につきましては連結納税制度を適用しております。

 

５　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。

 

６　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、５年間の均等償却を行っております。

 

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、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ヶ月以内に満期日又は償

還日の到来する短期投資からなっております。

 

 

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

（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、一定の基準に該当する工事については工事進行基準を、その他の

工事については工事完成基準を適用しておりましたが、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主に原価比例法）を、その他の工事につい

ては工事完成基準を適用しております。

当該変更に伴う損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。

 

　（「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３））

当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号　平成20年７月

31日）を適用しております。

当該変更に伴う損益及びセグメント情報に与える影響はありません。

 

 

表示方法の変更

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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「未成工事受入金の増減

額（△は減少）」は、重要性が乏しくなったため、「その他」に含めております。

なお、当連結会計年度の当該金額は、2百万円であります。
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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）

 百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額     637,329

 百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額 659,581

※２　非連結子会社及び関連会社に対する資産は次のとお

りであります。

※２　非連結子会社及び関連会社に対する資産は次のとお

りであります。

 百万円

投資有価証券

（非連結子会社及び関連会社株式）
   5,520

 百万円

投資有価証券

（非連結子会社及び関連会社株式）
5,694

※３　担保に供している資産 ※３　担保に供している資産

  (うち財団抵当)

 百万円 百万円

建物及び構築物 283,353 (261,885)

機械装置及び運搬具 62,547 ( 62,547)

土地 184,243 (165,275)

有形固定資産
「その他」

3,593 (  3,593)

投資その他の資産
「その他」

234  

計 533,973 (493,301)

 

　上記資産を担保としている負債は次のとおりでありま

す。（１年内返済予定額を含む）

  (うち財団抵当)

 百万円 百万円

借入金 164,836 (151,646)

鉄道・運輸機構
長期未払金

131,389 (131,389)

固定負債「その他」 375  

計 296,601 (283,036)

  (うち財団抵当)

 百万円 百万円

建物及び構築物 279,468 (258,068)

機械装置及び運搬具 60,752 ( 60,752)

土地 184,543 (165,575)

有形固定資産
「その他」

2,834 (  2,834)

投資その他の資産
「その他」

234  

計 527,834 (487,231)

 

　上記資産を担保としている負債は次のとおりでありま

す。

  (うち財団抵当)

 百万円 百万円

短期借入金 177  

長期借入金 154,210 (143,552)
（１年内返済予定額を含む）  
鉄道・運輸機構
長期未払金

123,236 (123,236)

（１年内返済予定額を含む）  

固定負債「その他」 349  

計 277,974 (266,789)

４　偶発債務

(1) 下記の借入金等に対して債務保証を行っております。

４　偶発債務

(1) 下記の借入金等に対して債務保証を行っております。

 百万円

箱根登山トータルサービス㈱ 40

東京私鉄自動車協同組合 10

従業員住宅ローン 2,201

計 2,251

 百万円

箱根登山トータルサービス㈱ 40

従業員住宅ローン      1,902

計 1,942

(2) 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 (2) 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務

 百万円

第22回無担保社債

 

20,000

  

同左  
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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）

※５　前連結会計年度まで分譲土地建物に計上していた土

地のうち、保有目的を変更した土地270百万円を当連

結会計年度において固定資産に振替えております。

※５　前連結会計年度まで分譲土地建物に計上していた土

地のうち、保有目的を変更した土地144百万円を当連

結会計年度において固定資産に振替えております。

  

※６(1) 固定資産の取得原価から直接減額された工事負担

金等累計額 145,106百万円

※６　固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金

等累計額 151,205百万円

(2) 収用等の代替資産についての当連結会計年度圧縮

額 54百万円

 

 

  

 

※７　連結子会社である小田急不動産㈱及び小田急商事㈱

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号及び平成11年３月31日公布法律第24号）

に基づき、事業用の土地の再評価を行いました。

これに伴い、当該評価差額に係る税金相当額を負債

の部に「再評価に係る繰延税金負債」として計上し、

これを控除した後、親会社の持分相当額を「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。

小田急不動産㈱

(1) 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号に定める路線

価、及び路線価のない土地については第５号に定め

る鑑定評価に基づき、時点修正等の合理的な調整を

行って算出しております。

(2）再評価を行った年月日　平成12年３月31日

※７　連結子会社である小田急不動産㈱及び小田急商事㈱

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号及び平成11年３月31日公布法律第24号）

に基づき、事業用の土地の再評価を行いました。

これに伴い、当該評価差額に係る税金相当額を負債

の部に「再評価に係る繰延税金負債」として計上し、

これを控除した後、親会社の持分相当額を「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。

小田急不動産㈱

同左

小田急商事㈱

(1) 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号に定める路線

価に基づき、時点修正等の合理的な調整を行って算

出しております。

(2) 再評価を行った年月日　平成14年２月28日

(3) 再評価を行った土地の当連結会計年度における時

価と再評価後の帳簿価額との差額 △341百万円

 

小田急商事㈱

(1) 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号に定める路線

価に基づき、時点修正等の合理的な調整を行って算

出しております。

(2) 再評価を行った年月日　平成14年２月28日

(3) 再評価を行った土地の当連結会計年度における時

価と再評価後の帳簿価額との差額 △405百万円
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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　引当金繰入額は次のとおりであります。 ※１　引当金繰入額は次のとおりであります。

 百万円

(1) 賞与引当金繰入額 7,578

(2) 退職給付費用 7,201

 

 百万円

(1）賞与引当金繰入額 7,315

(2）退職給付費用 9,943

 

※２　運輸業等営業費及び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げ額は2,170百万円で

あります。

 

※２　運輸業等営業費及び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げ額は1,202百万円で

あります。

 

※３　販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりでありま

す。

※３　販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりでありま

す。

 百万円

(1) 人件費   48,416

(2) 経費       40,553

(3) 諸税     2,036

(4) 減価償却費      6,344

(5) のれん償却額      1,983

 

 百万円

(1) 人件費 47,114

(2) 経費   34,992

(3) 諸税 2,081

(4) 減価償却費   6,977

(5) のれん償却額  1,974

 

※４　固定資産売却益は、土地・建物の売却益152百万円

外であります。

 

※４　固定資産売却益は、土地・建物の売却益7,770百万

円外であります。

 

※５　固定資産売却損は、土地・建物の売却損70百万円外

であります。

 

※５　固定資産売却損は、土地・建物の売却損67百万円外

であります。

 

※６　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。

※６　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 種類 場所

貸菜園施設 建物等
東京都
世田谷区

ストア業
施設

建物等
東京都
世田谷区

用途 種類 場所

ホテル業
施設

建物等
静岡県
静岡市駿河区

ストア業
施設

建物等
神奈川県
川崎市麻生区

(2) 減損損失の認識に至った経緯

当初想定していた収益を見込めなくなった事業用資

産及び処分が決定された事業用資産について減損損失

を認識しております。

(2) 減損損失の認識に至った経緯

同左

(3) 減損損失の金額 (3) 減損損失の金額

 百万円

建物及び構築物 1,169

機械装置及び運搬具 14

土地 2

リース資産 9

無形固定資産 0

その他 171

計　 1,368

 百万円

建物及び構築物 1,608

機械装置及び運搬具 94

土地 18

リース資産 33

無形固定資産 50

その他 437

計 2,243

(4) 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・店舗毎に資産のグ

ルーピングを行っております。

 

(4) 資産のグルーピングの方法

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）

(5) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額を正味売却価額により測定している場

合には、不動産鑑定評価等により算定しております。

また使用価値により測定している場合には、将来キャッ

シュ・フローを4.0％で割り引いて算定しておりま

す。

 

(5) 回収可能価額の算定方法

同左

（連結株主資本等変動計算書関係）

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）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 736,995,435 － － 736,995,435

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 6,645,938 2,122,498 373,643 8,394,793

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加（連結子会社保有分を除く） 632,711株

取締役会決議に基づく市場買付による増加 1,450,000株

連結子会社保有の自己株式（当社株式）取得により増加した当社帰属分　  6,712株

持分法適用会社の持分率変動により増加した自己株式（当社株式）の当社帰属分　  33,075株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買増請求による減少 373,643株

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４　配当に関する事項

(1） 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 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 2,209百万円 3円00銭 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月29日
取締役会

普通株式  2,201百万円 3円00銭 平成20年９月30日 平成20年12月５日

(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当連結会計年度後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

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 2,198百万円 3円00銭 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

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 736,995,435 － － 736,995,435

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 8,394,793 581,983 91,307 8,885,469

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 475,272株

連結子会社の持分率変動により増加した自己株式（当社株式）の当社帰属分 13,225株

連結子会社保有の自己株式（当社株式）取得により増加した当社帰属分　 44,165株

非連結子会社保有の自己株式（当社株式）取得による増加 48,875株

持分法適用会社の持分率変動により増加した自己株式（当社株式）の当社帰属分　  446株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買増請求による減少 91,307株

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４　配当に関する事項

(1） 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 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 2,198百万円 3円00銭 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年10月29日
取締役会

普通株式 2,197百万円 3円00銭 平成21年９月30日 平成21年12月４日

(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当連結会計年度後となるもの

次のとおり決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

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 2,562百万円 3円50銭 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）

※　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） （平成22年３月31日現在）

 百万円

現金及び預金勘定 31,523

有価証券勘定 10

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △160

償還期間が３ヶ月を超える債券等 △10

現金及び現金同等物    31,363

 

 百万円

現金及び預金勘定 31,552

有価証券勘定 10

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △100

償還期間が３ヶ月を超える債券等 △10

現金及び現金同等物      31,451
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（セグメント情報）

【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)

流通業
(百万円)

不動産業
(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

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 168,612 247,217 61,171 77,758 554,759 － 554,759

(2) セグメント間の内部営業収益
又は振替高

3,587 3,566 5,820 25,353 38,328 (38,328) －

計 172,199 250,784 66,991 103,111 593,087 (38,328) 554,759

営業費用 148,064 248,999 58,485 104,057 559,607 (38,584) 521,022

営業利益又は営業損失(△) 24,135 1,785 8,505 △945 33,480 (△256) 33,736

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出

       

資産 715,633 88,445 359,482 119,121 1,282,683 27,054 1,309,738

減価償却費 37,249 5,606 11,234 5,137 59,228 (274) 58,953

減損損失 110 440 210 606 1,368 － 1,368

資本的支出 39,610 13,498 24,353 9,065 86,527 (1,272) 85,254

(注)　１　事業区分の方法
日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分しており

ます。
２　各事業区分の主要な事業内容

運輸業…………鉄道、バス、タクシー、旅客航路、索道等の営業を行っております。
流通業…………百貨店業、ストア業を中心に商品の販売等を行っております。
不動産業………建物の賃貸、土地及び建物の販売等を行っております。
その他の事業…旅行業、ホテル業、レストラン飲食業、広告代理業、鉄道メンテナンス業、自動車整備販売業、

金融・経理代行業、園芸・造園業、ビル管理・メンテナンス業、保険代理業及び介護・保育業
等を行っております。

３　事業区分の変更
事業区分の方法については、従来、「運輸業」、「流通業」、「不動産業」、「建設業」、「その他の事業」

の５区分により分類しておりましたが、「建設業」については、前連結会計年度末に小田急建設㈱、ケンキー工
業㈱を連結の範囲から除外したことに伴い金額が僅少となり重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より事
業区分を廃止し、従来、「建設業」に含めていた子会社を「その他の事業」に含めております。
この結果、従来の方法と比較して、当連結会計年度の「その他の事業」の営業収益は5,753百万円増加し、営業

損失は34百万円減少しております。
４　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、当連結会計年度88,379百万円であります。その主
なものは、親会社での余資運用資金（現金・預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門
に係る資産等であります。　

５　減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。
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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）

 
運輸業
(百万円)

流通業
(百万円)

不動産業
(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

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 165,562 229,141 63,606 72,095 530,405 － 530,405

(2) セグメント間の内部営業収益
又は振替高

3,092 3,507 6,438 24,416 37,454 (37,454) －

計 168,654 232,648 70,044 96,511 567,859 (37,454) 530,405

営業費用 146,374 232,008 59,197 98,228 535,808 (37,591) 498,216

営業利益又は営業損失(△) 22,279 640 10,847 △1,716 32,050 (△137) 32,188

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出

       

資産 714,064 83,101 349,317 116,161 1,262,644 36,645 1,299,289

減価償却費 35,965 6,072 11,012 5,485 58,536 (273) 58,262

減損損失 0 974 197 1,070 2,243 － 2,243

資本的支出 41,568 7,500 26,160 7,347 82,576 (65) 82,511

(注)　１　事業区分の方法
日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分しており

ます。
２　各事業区分の主要な事業内容

運輸業…………鉄道、バス、タクシー、旅客航路、索道等の営業を行っております。
流通業…………百貨店業、ストア業を中心に商品の販売等を行っております。
不動産業………建物の賃貸、土地及び建物の販売等を行っております。
その他の事業…旅行業、ホテル業、レストラン飲食業、広告代理業、鉄道メンテナンス業、自動車整備販売業、

金融・経理代行業、園芸・造園業、ビル管理・メンテナンス業、保険代理業及び介護・保育業
等を行っております。

３　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、当連結会計年度92,737百万円であります。その主
なものは、親会社での余資運用資金（現金・預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門
に係る資産等であります。　

４　減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。
 

【所在地別セグメント情報】

(前連結会計年度、当連結会計年度)

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社はありません。

【海外売上高】

(前連結会計年度、当連結会計年度)

海外売上高がないため記載しておりません。
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（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    274円82銭 

１株当たり当期純利益金額   14円19銭

１株当たり純資産額 288円76銭 

１株当たり当期純利益金額     16円79銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在してい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金額につい

ては、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。

 

(注)　算定上の基礎は以下のとおりであります。

１　１株当たり純資産額

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) 203,274 213,218

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) 3,040 2,970

（うち少数株主持分） (百万円) (3,040) (2,970)

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 200,233 210,247

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数

(株) 728,600,642 728,109,966

２　１株当たり当期純利益金額

 
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）

当期純利益 (百万円) 10,340 12,231

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) 10,340 12,231

普通株式の期中平均株式数 (株) 728,987,395 728,337,946

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

（開示の省略）

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。
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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 14,718 14,935 

未収運賃 5,050 5,376 

未収金 15,550 19,448 

分譲土地建物 6,428 5,950 

貯蔵品 852 875 

前払費用 667 660 

繰延税金資産 2,881 3,374 

その他の流動資産 9,127 6,072 

貸倒引当金 △52 △1,183 

流動資産合計 55,223 55,508 

固定資産   

鉄道事業固定資産   

有形固定資産 858,599 869,218 

減価償却累計額 △353,033 △369,614 

有形固定資産（純額） 505,565 499,603 

無形固定資産 7,802 8,235 

鉄道事業固定資産合計 513,367 507,839 

不動産事業固定資産   

有形固定資産 401,984 397,481 

減価償却累計額 △153,581 △151,558 

有形固定資産（純額） 248,402 245,922 

無形固定資産 461 374 

不動産事業固定資産合計 248,863 246,296 

その他事業固定資産   

有形固定資産 16,897 16,860 

減価償却累計額 △7,230 △7,351 

有形固定資産（純額） 9,666 9,508 

無形固定資産 14 16 

その他事業固定資産合計 9,681 9,524 

各事業関連固定資産   

有形固定資産 18,916 19,400 

減価償却累計額 △8,706 △9,613 

有形固定資産（純額） 10,209 9,786 

無形固定資産 955 773 

各事業関連固定資産合計 11,165 10,560 

建設仮勘定   

鉄道事業仮勘定 36,978 39,375 

その他 71,549 76,826 

建設仮勘定合計 108,528 116,202 

投資その他の資産   

投資有価証券 44,774 48,867 

関係会社株式 54,598 53,451 

関係会社長期貸付金 1,500 3,945 

出資金 0 0 

長期前払費用 1,959 1,130 

その他の投資等 8,741 8,632 

貸倒引当金 △1,569 △1,948 

関係会社投資損失引当金 △204 △1,878 

投資その他の資産合計 109,800 112,200 

固定資産合計 1,001,407 1,002,623 

資産合計 1,056,630 1,058,132 



（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 122,210 116,291 

1年内返済予定の長期借入金 19,946 40,039 

1年以内償還社債 45,000 40,000 

未払金 33,808 29,044 

未払費用 4,593 3,665 

未払消費税等 337 1,603 

未払法人税等 － 5,678 

預り連絡運賃 754 711 

預り金 8,176 8,628 

前受運賃 5,918 5,868 

前受金 35,210 34,139 

前受収益 2,099 1,976 

賞与引当金 3,350 3,260 

従業員預り金 11,495 11,394 

その他の流動負債 116 122 

流動負債合計 293,018 302,425 

固定負債   

社債 165,000 175,000 

長期借入金 199,586 171,546 

鉄道・運輸機構長期未払金 123,394 114,992 

繰延税金負債 2,375 7,332 

退職給付引当金 4,958 6,721 

関係会社事業損失引当金 418 2,490 

預り保証金 34,322 32,248 

受託工事長期前受金 14,571 20,883 

その他の固定負債 2,181 1,463 

固定負債合計 546,808 532,678 

特別法上の準備金   

特定都市鉄道整備準備金 28,200 23,500 

特別法上の準備金合計 28,200 23,500 

負債合計 868,026 858,604 

純資産の部   

株主資本   

資本金 60,359 60,359 

資本剰余金   

資本準備金 23,863 23,863 

その他資本剰余金 32,749 32,756 

資本剰余金合計 56,612 56,619 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 1,804 7,597 

別途積立金 500 500 

繰越利益剰余金 56,908 60,193 

利益剰余金合計 59,212 68,290 

自己株式 △2,979 △3,416 

株主資本合計 173,204 181,853 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,399 17,674 

評価・換算差額等合計 15,399 17,674 

純資産合計 188,604 199,528 

負債純資産合計 1,056,630 1,058,132 



（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) 

鉄道事業営業利益   

営業収益   

旅客運輸収入 113,275 111,676

運輸雑収 4,025 3,647

鉄道事業営業収益合計 117,300 115,323

営業費   

運送営業費 51,004 51,418

一般管理費 8,879 8,820

諸税 6,071 6,495

減価償却費 30,259 29,505

鉄道事業営業費合計 96,215 96,240

鉄道事業営業利益 21,085 19,083

不動産事業営業利益   

営業収益   

売上高 415 521

賃貸収入 37,123 37,652

不動産事業営業収益合計 37,538 38,174

営業費   

不動産事業売上原価 8,332 8,620

販売費及び一般管理費 4,607 4,415

諸税 3,063 3,389

減価償却費 13,285 13,445

不動産事業営業費合計 29,288 29,872

不動産事業営業利益 8,250 8,302

その他事業営業利益   

営業収益 4,625 4,715

営業費   

商品売上原価 1,276 1,297

販売費及び一般管理費 432 492

諸税 100 102

減価償却費 785 736

その他事業営業費合計 2,594 2,629

その他事業営業利益 2,030 2,086

全事業営業利益 31,366 29,472



（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 29 68

有価証券利息 0 0

受取配当金 1,718 1,317

環境対策費用戻入益 － 715

受託工事事務費戻入 － 437

雑収入 1,634 1,076

営業外収益合計 3,381 3,615

営業外費用   

支払利息 9,025 8,080

社債利息 2,996 3,326

雑支出 1,433 1,459

営業外費用合計 13,455 12,866

経常利益 21,293 20,222

特別利益   

固定資産売却益 209 7,425

工事負担金等受入額 1,285 10,768

特定都市鉄道整備準備金取崩額 4,700 4,700

その他 110 291

特別利益合計 6,305 23,185

特別損失   

固定資産売却損 30 3

固定資産圧縮損 1,076 10,677

固定資産除却損 3,554 2,521

関係会社株式評価損 7,033 －

関係会社事業損失引当金繰入額 － 2,072

関係会社投資損失引当金繰入額 － 1,878

貸倒引当金繰入額 1,500 1,517

その他 1,150 1,769

特別損失合計 14,344 20,440

税引前当期純利益 13,253 22,967

法人税、住民税及び事業税 2,102 6,567

法人税等調整額 3,221 2,926

法人税等合計 5,323 9,493

当期純利益 7,930 13,473



（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 60,359 60,359

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 60,359 60,359

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 23,863 23,863

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,863 23,863

その他資本剰余金   

前期末残高 32,745 32,749

当期変動額   

自己株式の処分 3 6

当期変動額合計 3 6

当期末残高 32,749 32,756

資本剰余金合計   

前期末残高 56,608 56,612

当期変動額   

自己株式の処分 3 6

当期変動額合計 3 6

当期末残高 56,612 56,619

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 1,804 1,804

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － 5,793

当期変動額合計 － 5,793

当期末残高 1,804 7,597

別途積立金   

前期末残高 500 500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 500 500

繰越利益剰余金   

前期末残高 53,388 56,908

当期変動額   

剰余金の配当 △4,410 △4,395

当期純利益 7,930 13,473

固定資産圧縮積立金の積立 － △5,793

当期変動額合計 3,519 3,285

当期末残高 56,908 60,193



（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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 55,692 59,212

当期変動額   

剰余金の配当 △4,410 △4,395

当期純利益 7,930 13,473

固定資産圧縮積立金の積立 － －

当期変動額合計 3,519 9,078

当期末残高 59,212 68,290

自己株式   

前期末残高 △288 △2,979

当期変動額   

自己株式の取得 △2,951 △501

自己株式の処分 261 65

当期変動額合計 △2,690 △436

当期末残高 △2,979 △3,416

株主資本合計   

前期末残高 172,372 173,204

当期変動額   

剰余金の配当 △4,410 △4,395

当期純利益 7,930 13,473

自己株式の取得 △2,951 △501

自己株式の処分 264 71

固定資産圧縮積立金の積立 － －

当期変動額合計 832 8,648

当期末残高 173,204 181,853

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 26,917 15,399

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,517 2,275

当期変動額合計 △11,517 2,275

当期末残高 15,399 17,674

純資産合計   

前期末残高 199,289 188,604

当期変動額   

剰余金の配当 △4,410 △4,395

当期純利益 7,930 13,473

自己株式の取得 △2,951 △501

自己株式の処分 264 71

固定資産圧縮積立金の積立 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,517 2,275

当期変動額合計 △10,685 10,923

当期末残高 188,604 199,528



継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

 

 

６．その他
(役員の異動)

役員の異動については、開示すべき事項が発生した際に適切に開示いたします。　
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