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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 242,523 4.0 22,219 △3.5 21,987 6.2 13,263 47.5
21年3月期 233,159 △2.5 23,033 △2.3 20,702 1.6 8,990 △25.8

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 39.27 ― 8.3 3.0 9.2
21年3月期 26.52 ― 5.9 2.9 9.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  6,225百万円 21年3月期  4,663百万円

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 738,595 171,069 22.5 492.72
21年3月期 726,059 160,341 21.3 456.10

（参考） 自己資本   22年3月期  166,318百万円 21年3月期  154,397百万円

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 35,589 △29,864 △3,597 25,741
21年3月期 28,128 △7,652 △24,664 23,614

2.  配当の状況 

(注)22年３月期期末配当金の内訳 記念配当１円00銭 

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 ― 3.00 5.50 1,896 20.7 1.2
22年3月期 ― 2.50 ― 3.50 6.00 2,053 15.3 1.3

23年3月期 
（予想）

― 2.50 ― 3.00 5.50 17.2

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

117,500 △1.7 9,200 △25.6 8,800 △24.5 4,800 △30.6 14.22

通期 248,700 2.5 18,900 △14.9 18,400 △16.3 10,800 △18.6 32.00
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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、23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 344,822,371株 21年3月期 344,822,371株

② 期末自己株式数 22年3月期  7,270,901株 21年3月期  6,307,729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 67,800 △0.9 11,124 △14.2 10,659 2.8 6,710 6.8
21年3月期 68,427 △0.5 12,969 △2.6 10,372 2.9 6,280 9.5

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 19.56 ―

21年3月期 18.22 ―

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 512,090 103,342 20.2 301.85
21年3月期 510,205 99,517 19.5 288.64

（参考） 自己資本 22年3月期  103,342百万円 21年3月期  99,517百万円

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 

 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。なお、連結業績予想に関する事項は、４ページをご覧下さい。 

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

36,800 11.5 4,000 △42.2 4,600 △40.1 3,300 △39.3 9.64

通期 75,000 10.6 9,100 △18.2 8,100 △24.0 5,500 △18.0 16.06
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①当期の概況 
 当連結会計年度におけるわが国経済は、一部に持ち直しの動きがみられたものの、企業収益が減少
し、失業率が高水準にあるなど、引き続き厳しい状況で推移いたしました。加えて新型インフルエン
ザの世界的な流行は、成田空港輸送等にも影響を及ぼしました。 
 このような状況の中で、当社グループは、全事業にわたり積極的な営業活動を展開するとともに、
より一層の経費削減に取り組むなど、業績の向上に努めてまいりました。また、当社は昨年６月30日
に創立100周年を迎え、お客様等への感謝の気持ちを込め各種記念事業を行いました。 
 その結果、全事業営業収益は2,425億２千３百万円（前期比4.0％増）となりましたが、全事業営業
利益は222億１千９百万円（前期比3.5％減）となりました。経常利益は219億８千７百万円（前期比
6.2％増）となり、当期純利益は、特別損失の減少等により132億６千３百万円（前期比47.5％増）と
なりました。 
 次に事業別にご報告いたします。 

  
<運輸業> 
 鉄道事業では、安全輸送確保の取り組みとして、軌道・路盤の強化や上野線等の高架橋耐震補強工
事を推進したほか、デジタルＡＴＳについて一部の区間で稼動を開始いたしました。また、安全管理
体制について継続して強化に努めました。 
 成田新高速鉄道については、開業に向けて旅客運賃の認可を受けたほか、開業日を本年７月17日と
決定した後、各種広報活動を開始いたしました。また、日暮里駅・空港第２ビル駅の新設ホームの供
用を開始したほか、高砂駅金町線高架化工事や北総線内改良工事を推進いたしました。このほか、新
線区間の施設について、工事完了に伴い引渡しを受けました。 
 その他の大規模工事では、押上線連続立体化工事について、墨田区内での工事を推進いたしまし
た。 
 営業面では、創立100周年を記念して、記念列車の運行や記念入場券の販売等を行いました。ま
た、企画乗車券の販売や各種イベントを実施するなど、沿線への旅客誘致を図りました。さらに携帯
電話を利用した「スカイライナーチケットレスサービス」を開始いたしました。 
 バス事業では、一般乗合バス路線において、習志野市等における新規路線の運行を開始したほか、
既存路線について系統新設等を実施いたしました。また、幕張地区において、新型連節バスの運行を
開始いたしました。高速バス路線においては、千葉北インターチェンジ周辺と都心を結ぶ路線や東京
ディズニーリゾートを拠点とした路線の新設等を実施いたしました。 
  タクシー事業では、帝都自動車交通において、ＩＣカード乗車券「ＰＡＳＭＯ」等の運賃決済サー
ビスをタクシー全車両で開始し、お客様の利便性向上を図りました。 
 以上の結果、帝都自動車交通の連結子会社化もあり、営業収益は1,283億５千８百万円（前期比
12.1％増）となり、営業利益は181億４千５百万円（前期比1.8％増）となりました。 

  
<流通業> 
 百貨店業では、各種イベントを開催したほか、売場の一部をリニューアルし、テナントの入れ替え
を行うなど、販売の強化に努めました。 
 ストア業では、京成電鉄の創立100周年を記念した商品の販売を行ったほか、コンビニエンススト
アを日暮里駅構内にオープンいたしました。 
 以上の結果、個人消費の低迷等により、営業収益は759億６千１百万円（前期比6.1％減）となりま
したが、経費削減により営業利益は９億５千７百万円（前期比50.0％増）となりました。 

  
<不動産業> 
 不動産販売業では、「サングランデ千葉みなと」等の中高層住宅や、「稲毛ローズタウン」等の戸
建住宅及び成田市公津の杜等の住宅用地を販売いたしました。 
 不動産賃貸業では、「リッチモンドホテル成田」、「アイリス京成成田」（空港関連企業向け賃貸
社宅）が稼動いたしました。 
 以上の結果、営業収益は183億２千５百万円（前期比1.3％増）となりましたが、不動産市況の低迷
等により、営業利益は17億６千６百万円（前期比43.3％減）となりました。 

  
<レジャー・サービス業> 
 レジャー・サービス業では、京成カードポイントアップキャンペーンを実施し、集客及び販売の強
化に努めました。 
 映画業においては、３Ｄデジタルシネマ映写設備を導入し、集客を図りました。 
 旅行業では、京成トラベルサービスの営業所を船橋駅構内にオープンいたしました。 
 しかしながら、需要が減退したことなどにより、営業収益は119億１千６百万円（前期比8.1％減）
となり、営業利益は７千２百万円（前期比78.6％減）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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<建設業> 
 建設業では、鉄道施設改良工事や分譲マンションの新築工事を進めたほか、公共施設工事等を行い
ました。 
 以上の結果、営業収益は245億２千５百万円（前期比14.9％増）となり、営業利益は12億４千６百
万円（前期比21.6％増）となりました。 

  

②前グループ中期経営計画の達成状況 
 前グループ中期経営計画「Ｆ４プラン」（平成19～21年度）では、４つの基本戦略（コア事業であ
る運輸業の基盤強化と成田新高速鉄道開業に向けた事業推進、事業エリアの集中及び保有資産の活
用、お客様第一主義の徹底及び京成ブランドの浸透、グループ経営推進体制の強化）のもと、事業を
推進しました。この結果、営業利益及び営業利益率の目標については未達となったものの、経常利
益、有利子負債残高、ＥＢＩＴＤＡ倍率については目標を達成しました。 
  

(平成22年３月期に達成すべき数値目標と実績) 
 

  

③次期の見通し 
 次期の営業収益は2,487億円（前期比2.5％増）を見込んでおります。セグメント別では、運輸業は
バス・タクシー事業の減収があるものの、鉄道事業での本年７月の成田空港線(成田スカイアクセス)
開業に伴う輸送人員の増加等により1,303億円（前期比1.5％増）を見込んでおります。流通業はほぼ
前年並みの765億円（前期比0.7％増）、不動産業は分譲戸数の増加や新規賃貸物件の稼動開始等によ
り215億円（前期比17.3％増）、レジャー・サービス業は127億円（前期比6.6％増）、建設業は完成
工事高の減少等により239億円（前期比2.6％減）、その他の事業は56億円（前期比1.7％増）をそれ
ぞれ見込んでおります。 
 利益面では、成田スカイアクセス開業に伴う経費負担の増加等により、営業利益は189億円（前期
比14.9％減）を見込んでおります。また、経常利益は184億円（前期比16.3％減）、当期純利益は108
億円（前期比18.6％減）となる見込みです。 

  
セグメント別次期の見通し 

 

営業利益 営業利益率 経常利益 有利子負債残高 EBITDA倍率

Ｆ４プラン目標 250億円以上 10.0％以上 190億円以上 4,500億円以下 10倍以下

実   績 222億円 9.2% 220億円 4,212億円 9.8倍

(単位：億円、単位未満切捨)

営業収益 営業利益

次期の見通し 対前期増減額 増減率(％) 次期の見通し 対前期増減額 増減率(％)

運輸業 1,303 19 1.5 142 △ 39 △ 21.7

流通業 765 5 0.7 9 △ 0 △ 6.0

不動産業 215 31 17.3 30 12 69.8

レジャー・サービス業 127 7 6.6 3 2 311.0

建設業 239 △ 6 △ 2.6 7 △ 6 △ 43.9

その他の事業 56 0 1.7 2 △ 1 △ 36.3

計 2,705 59 2.2 193 △ 32 △ 14.2

連結修正 △ 218 2 ― △ 4 △ 1 ―

連結 2,487 61 2.5 189 △ 33 △ 14.9
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①資産、負債及び純資産の状況 
 資産合計は1.7％（125億３千６百万円）増の7,385億９千５百万円となりました。これは、日暮里
駅総合改善事業の完了により「流動資産・その他」が191億４千８百万円減少した一方、リース資産
で同施設を借り受けたこと及び成田スカイアクセス開業に伴う新型車両を導入したこと等により247
億３千２百万円増加したこと、さらに「建設仮勘定」が127億１千万円増加したことが主たる要因で
す。 
 負債合計は、0.3％（18億９百万円）増の5,675億２千６百万円となりました。これは、借入金が
164億７千７百万円、受託工事等の「前受金」が102億９千１百万円減少した一方、社債が199億円、
リース債務が新型鉄道車両の導入等により118億９千３百万円増加したことが主たる要因です。 
 純資産合計は、6.7％（107億２千７百万円）増の1,710億６千９百万円となりました。これは、
「利益剰余金」が当期純利益132億６千３百万円の計上等により113億８千２百万円増加したことが主
たる要因です。 
  

②キャッシュ・フローの状況 
《営業活動によるキャッシュ・フロー》 
 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益197億９
千４百万円に減価償却費、固定資産圧縮損等を調整した結果、355億８千９百万円の収入となり、前
連結会計年度と比べ26.5％（74億６千１百万円）の収入増となりました。 
  
《投資活動によるキャッシュ・フロー》 
  当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、工事負担金等の受入による収入が
137億５千３百万円あったものの、固定資産の取得による支出が406億６千１百万円あったことによ
り、298億６千４百万円の支出となりました。その結果、前連結会計年度と比べ、投資有価証券の売
却による収入が減少したこと等により290.2％（222億１千１百万円）の支出増となりました。 
  
《財務活動によるキャッシュ・フロー》 
  当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が142億９
千５百万円、社債の発行による収入が198億９千万円あったものの、長期借入金の返済による支出が
329億７千３百万円あったことにより、35億９千７百万円の支出となりました。その結果、前連結会
計年度と比べ、社債の償還による支出が減少したこと等により85.4％（210億６千７百万円）の支出
減となりました。 
  
 以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比べ9.0％（21億
２千７百万円）増加し、257億４千１百万円となりました。  
  
なお、連結キャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記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／営業キャッシュ・フロー 
  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
  （注）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。 

(2) 財政状態に関する分析

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(％) 20.1 20.9 21.3 22.5

時価ベースの自己資本比率(％) 37.6 26.0 23.4 26.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 14.4 11.6 14.6 11.8

 インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 3.6 4.3 3.6 4.6
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当社は鉄道事業を中心とする公共性の高い業種でありますので、今後の事業展開と経営基盤の強化
安定に必要となる内部留保資金の確保や業績等を勘案しながら、安定的かつ継続的に利益還元してい
くことを基本方針としております。 
  この方針に基づき、当期の期末配当金は、平成21年６月に当社創立100周年を迎えたことから、株
主の皆様に感謝の意を表すため、１株につき１円の記念配当を加えた３円50銭（中間配当金を含む年
間配当金は６円）を予定しております。 
 また、次期の配当につきましては、期末に１株につき50銭の特別配当を実施し、年間配当金は５円
50銭（中間配当金２円50銭、期末配当金３円）を予定しております。 
 内部留保資金につきましては、引き続き、輸送力の増強、運転保安及び旅客サービスの向上等の設
備投資を計画しておりますので、これらの資金需要に備えるとともに、有利子負債の削減を図ってま
いる所存です。 

  

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、
以下の将来に関する事項は、平成22年４月に開催したコンプライアンス・リスク管理委員会における
審議を経て判断したものです。 

  

①法的規制等 
 当社グループは、鉄道事業、バス事業等の運輸業を主たる事業としています。これらの事業を営む
上で、施設等の新設や保全、運賃・料金の設定等には鉄道事業法、道路運送法等の法的な規制を受け
ております。そのほか当社グループの各事業は所管法令による規制を受けており、法的規制の新設又
は適用基準の重大な変更がなされた場合、企業活動の制限又は法令上の規制に対応するための経営コ
ストの増加等により、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。 
 当社グループが提供する商品の品質管理には万全を期しておりますが、施工販売物件における瑕
疵、取扱商品に重大な商品事故が発生した場合には、当社グループの経営成績に影響を受ける可能性
があります。 
 当社グループでは、内部統制システムの維持、向上に取り組んでおりますが、内部統制の不備等に
より不適切な財務報告等が発生した場合、また、反社会的勢力に対する不適切な対応等が行われた場
合には、社会的信用が失墜する可能性があります。 

  

②少子高齢化 
 わが国は少子高齢化が進展しており、生産年齢人口が将来にわたり減少することが推測されていま
す。当社グループの事業エリアは全国平均からは遅行するものの、人口の減少や構造の変化等社会情
勢及び経済情勢の変化により、当社グループが提供する商品・サービスの需要が低下した場合、また
労働力の確保並びに人材の育成が困難となった場合には、収益の減少及び経営コストの増加により、
当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③国際情勢等 
 当社グループの事業エリア内には成田国際空港があり、運輸業における空港利用者に係る営業収益
の依存度は比較的高い状況にあります。このため、重大なテロ行為や国際紛争、感染症流行等が発生
した場合、空港利用客の大幅減少により収益が減少する可能性があるほか、市場や為替相場の動向に
よる原油及び原材料価格が高騰した場合、商品・原材料調達コストの増加等により、当社グループの
経営成績が影響を受ける可能性があります。 

  

④自然災害等 
 当社グループは、運輸業を中心に、東京都東部、千葉県北西部を中心とした一定の地域に事業を展
開しております。同地域において地震・台風等の自然災害が発生した場合、あるいは当社グループの
施設を対象としたテロ行為、様々な事故や感染症等が発生した場合、顧客や従業員の罹災、固定資産
や棚卸資産へ被害が及ぶこともあり、また、消費意欲の低下による収益の減少や復旧改善コストの増
加により、当社グループの経営成績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。 

  

⑤システム障害 
 当社グループでは、決算業務処理や列車運行、座席予約システム等各事業において情報システムを
使用しております。これらのハードウェア、ソフトウェア又はネットワークに、自然災害や人為的ミ
ス、妨害行為等により重大な障害が発生した場合、業務に支障を来し開示情報等の遅延による社会的
信用の失墜の惧れがあるほか、復旧並びに改善に長期を要する場合、収益の減少や復旧改善コストの
増加により、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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⑥金利上昇 
 当連結会計年度末の当社グループの借入金、社債、鉄道・運輸機構長期未払金及びリース債務の合
計は4,212億円であり、今後とも有利子負債の抑制に努めていく方針です。当社グループとしては可
能な限り有利子負債の固定金利化を進め、金利の上昇リスクの抑制に努めていますが、今後、金利が
大幅に上昇した場合、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。 

  

⑦情報漏洩 
 当社グループでは、各事業において個人情報等業務上の機密情報を保有しています。「情報セキュ
リティ方針」や「個人情報保護方針」、「内部者取引防止規則」等を制定し、役員や従業員への啓蒙
活動、マニュアル類の整備等機密情報の管理体制の整備・強化に努めていますが、不測の事故等によ
り機密情報が外部へ漏洩するような事態が発生した場合、損害賠償請求や社会的信用の失墜等によ
り、当社グループの経営成績が影響を受ける可能性があります。 

  

⑧その他 
 不適切なお客様対応が生じた場合、又は情報開示を適時適正に実施しなかった場合、当社グループ
の社会的信用が失墜する惧れがあります。重要な提携先における不測の事故や事件の発生又は経営の
悪化が当社グループの事業に支障を来す惧れがあります。関係会社の業績が悪化した場合は、当社グ
ループの経営成績が影響を受ける可能性があります。 
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当社グループは、当社、子会社76社及び関連会社10社により構成され、東京都東部、千葉県、茨城県を
主要営業エリアとし、運輸業を中心に流通業、不動産業、レジャー・サービス業、建設業などを多角的に
展開しております。その営んでいる主要な事業内容及び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。 

 
(注)1. ①は連結子会社、②は持分法適用関連会社であります。 
  2. 上記部門の会社数には、当社及び関連会社３社が各々２部門に重複して含まれておりま 
        す。 
  3. 当社は、北総鉄道㈱と相互直通運転をしております。 
  4. 当社は、京成トラベルサービス㈱に対して乗車券の発売業務を委託しております。 
  5. 当社は、京成建設㈱、京成電設工業㈱及び京成車両工業㈱に対して工事を発注しておりま 
        す。 

  

2. 企業集団の状況

(1) 運輸部門(51社)
事業の内容 会    社    名

鉄道事業 当社、北総鉄道㈱①、千葉ニュータウン鉄道㈱①、新京成電鉄㈱②
関東鉄道㈱②、小湊鉄道㈱②、成田空港高速鉄道㈱②

バス事業 京成バス㈱①、千葉交通㈱①、千葉中央バス㈱①、千葉海浜交通㈱①

千葉内陸バス㈱①、成田空港交通㈱①、ちばフラワーバス㈱①

ちばレインボーバス㈱①、東京ベイシティ交通㈱①、ちばグリーンバス㈱①

京成タウンバス㈱①、ちばシティバス㈱①、京成トランジットバス㈱①

京成バスシステム㈱①、関東鉄道㈱②、小湊鉄道㈱②、東京空港交通㈱②
タクシー事業 帝都自動車交通㈱①、市川交通自動車㈱①、成田タクシー㈱①、㈱千葉交タクシー①

船橋交通㈱①、合同タクシー㈱①、西千葉タクシー㈱①

富士見タクシー㈱①、三田下総交通㈱①
その他20社

(2) 流通部門(６社)
事業の内容 会    社    名

ストア業 ㈱京成ストア①、㈱コミュニティー京成①
百貨店業 ㈱水戸京成百貨店①
園芸植物卸売業 京成バラ園芸㈱①
ショッピングセンター業 ㈱ユアエルム京成①

その他１社

(3) 不動産部門(９社)
事業の内容 会    社    名

不動産販売業 当社、京成不動産㈱①、新京成電鉄㈱②、関東鉄道㈱②、小湊鉄道㈱②
不動産賃貸業 当社、京葉商事㈱①、新京成電鉄㈱②、関東鉄道㈱②、小湊鉄道㈱②
不動産管理業 京成ビルサービス㈱①

その他２社

(4) レジャー・サービス部門(13社)
事業の内容 会    社    名

テーマパーク事業 ㈱オリエンタルランド②
飲食・映画・遊技場業 ㈱イウォレ京成①、筑波観光鉄道㈱①
ホテル業 京成ホテル㈱①、㈱千葉京成ホテル①
広告代理業 ㈱京成エージェンシー①
旅行業 京成トラベルサービス㈱①
清掃業 京成ハーモニー㈱①

その他５社

(5) 建設部門(２社)
事業の内容 会    社    名

建設業 京成建設㈱①、京成電設工業㈱①

(6) その他の部門(10社)
事業の内容 会    社    名

鉄道車両整備業 京成車両工業㈱①
自動車車体製造業 京成自動車工業㈱①
保険代理業 ㈱京成保険コンサルティング①
自動車教習所業 ㈱京成ドライビングスクール①

その他６社
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当社グループは『お客様に喜ばれる良質な商品・サービスを、安全・快適に提供し、健全な事業成
長のもと、社会の発展に貢献する』ことを、「グループ経営理念」としております。また、「グルー
プ行動指針」として、『安全、接客、成長、企業倫理、環境』の５つの項目を定め、グループ各社の
社員に周知いたしております。今後ともグループ価値の向上に向けて、「ＢＭＫ（ベストマナー向
上）推進運動」への積極的な取り組みを通して京成ブランドの浸透を図るとともに、当社グループが
一体となって競争力・総合力の強化に努めてまいります。 

  

引き続き営業利益、営業利益率、経常利益の向上及び有利子負債の削減に努めてまいります。な
お、長期経営計画「Evolution Plan（＝Ｅプラン）」（平成22～33年度）では、平成34年３月期の数
値目標として、営業収益2,800億円以上、営業利益率10％以上、有利子負債残高3,500億円以下、ＥＢ
ＩＴＤＡ倍率（有利子負債残高÷（営業利益＋減価償却費））７倍以下を掲げております。また、中
期経営計画「Ｅ１プラン」（平成22～24年度）では、平成25年３月期の数値目標として、営業利益
230億円以上、営業利益率 9％以上、経常利益220億円以上、有利子負債残高4,100億円以下、ＥＢＩ
ＴＤＡ倍率９倍以下を掲げております。 

  

当社グループでは、さらなる「進化」を期して、平成22年度から新たに、平成33年度における在る
べき姿を示す長期経営計画「Ｅプラン」、及びその第１ステップとなる中期経営計画「Ｅ１プラン」
（平成22～24年度）を推進します。「Ｅ１プラン」では、交通運輸事業を中心に引き続き堅実な事業
運営を推進し、あわせて、将来の安定的な事業成長に向けた適正な事業投資を継続しつつ、借入金の
削減を進めることで財務体質の着実な改善を図ってまいります。 
 なお、当計画は平成22年３月26日に東京証券取引所に適時開示しております。 

  

当社グループを取り巻く事業環境は、長引く景気低迷や少子高齢化、不安定な航空需要等依然とし
て厳しい状況が続くものと予想されます。当社グループでは、長期経営計画「Ｅプラン」及び中期経
営計画「Ｅ１プラン」をスタートさせており、事業の中核である運輸業の競争力・収益力をさらに強
化すると共に、沿線に密着した堅実な総合生活産業を展開し、地域経済を代表する企業グループの地
位を拡充してまいります。 
 運輸業のうち鉄道事業では、安全管理体制のさらなる強化を図るとともに、本年７月に開業する成
田空港線の円滑な運営を実現し、利用促進に向けた施策を展開することにより、競争力強化を目指し
てまいります。 
 バス・タクシー事業では、引き続き安全輸送の徹底とお客様のニーズにあった様々な形態の輸送サ
ービスの提供、人と環境にやさしい車両の導入等に積極的に取り組んでまいります。また、一般乗合
バス路線の再編や高速バス路線の拡充等を推進してまいります。 
 流通業では、タイムリーな新規出店やテナント構成の 適化等による収益力の強化を図ってまいり
ます。 
 不動産業では、沿線を中心とした賃貸資産の拡充による安定利益の確保に努めるとともにグループ
保有資産等のさらなる有効活用を推進いたします。また、沿線の街づくり事業として、押上・業平橋
駅周辺土地区画整理事業、本八幡Ａ地区市街地再開発事業に参画してまいります。 
 レジャー・サービス業では、付加価値の高いサービスの提供等による営業力・収益力の強化を図っ
てまいります。 
 建設業では、グループ外競争力の強化・新規顧客層の開拓により、受注の拡大を目指してまいりま
す。 
 当社グループは、グループ経営理念に基づき、「安全・安心」と、お客様に喜ばれる商品・サービ
スを提供し、沿線を中心とする地域の発展に寄与してまいります。また、コンプライアンス・リスク
管理体制を充実させ、内部統制システムの強化に努めるとともに、さらなる法令・社会規範の遵守及
び企業の社会的責任の遂行に取り組んでまいります。さらに、お客様第一主義を徹底し、「ＢＭＫ
（ベストマナー向上）推進運動」を浸透させ、選ばれる京成グループを構築してまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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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 24,244 26,221

受取手形及び売掛金 14,072 14,046

分譲土地建物 23,262 23,532

商品 2,500 2,296

仕掛品 2,708 1,211

原材料及び貯蔵品 1,535 1,427

繰延税金資産 2,683 2,392

その他 34,300 15,151

貸倒引当金 △55 △69

流動資産合計 105,252 86,210

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 268,583 265,893

機械装置及び運搬具（純額） 23,256 22,497

土地 135,872 138,837

リース資産（純額） － 23,948

建設仮勘定 46,708 59,419

その他（純額） 3,934 2,191

有形固定資産合計 478,355 512,787

無形固定資産

のれん 1,365 828

リース資産 － 2,433

その他 7,571 8,532

無形固定資産合計 8,937 11,795

投資その他の資産

投資有価証券 98,902 104,731

長期貸付金 513 801

繰延税金資産 16,813 16,809

その他 18,043 6,163

貸倒引当金 △890 △909

投資その他の資産合計 133,380 127,596

固定資産合計 620,674 652,179

繰延資産 133 206

資産合計 726,059 738,595
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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 16,882 15,619

短期借入金 76,965 65,634

1年内償還予定の社債 100 15,100

リース債務 － 1,507

未払法人税等 4,931 4,312

前受金 58,689 48,398

賞与引当金 2,986 2,980

役員賞与引当金 129 118

その他 29,930 30,440

流動負債合計 190,615 184,112

固定負債

社債 71,250 76,150

長期借入金 177,306 172,159

鉄道・運輸機構長期未払金 80,264 75,834

リース債務 － 12,122

繰延税金負債 1,917 1,817

退職給付引当金 29,774 32,164

役員退職慰労引当金 536 567

負ののれん 1,255 1,748

その他 12,797 10,850

固定負債合計 375,102 383,414

負債合計 565,717 567,526

純資産の部

株主資本

資本金 36,803 36,803

資本剰余金 27,997 27,938

利益剰余金 91,564 102,947

自己株式 △2,006 △2,046

株主資本合計 154,360 165,642

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 102 779

繰延ヘッジ損益 △65 △103

評価・換算差額等合計 36 675

少数株主持分 5,944 4,750

純資産合計 160,341 171,069

負債純資産合計 726,059 738,595
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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 233,159 242,523

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 171,894 182,634

販売費及び一般管理費 38,231 37,670

営業費合計 210,126 220,304

営業利益 23,033 22,219

営業外収益

受取利息 392 351

受取配当金 135 180

持分法による投資利益 4,663 6,225

受託工事事務費戻入 296 680

雑収入 1,272 1,824

営業外収益合計 6,761 9,261

営業外費用

支払利息 7,813 7,753

雑支出 1,278 1,740

営業外費用合計 9,091 9,493

経常利益 20,702 21,987

特別利益

固定資産売却益 100 1,798

持分変動利益 4,772 －

工事負担金等受入額 4,334 2,944

その他 17 103

特別利益合計 9,224 4,846

特別損失

固定資産除却損 545 1,129

固定資産圧縮損 4,407 3,637

固定資産売却損 210 20

投資有価証券売却損 － 142

投資有価証券評価損 977 20

たな卸資産評価損 3,782 －

減損損失 3,309 1,786

その他 260 302

特別損失合計 13,493 7,039

税金等調整前当期純利益 16,434 19,794

法人税、住民税及び事業税 7,850 6,119

法人税等調整額 △564 △66

法人税等合計 7,286 6,052

少数株主利益 157 478

当期純利益 8,990 13,263
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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 36,803 36,803

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 36,803 36,803

資本剰余金

前期末残高 27,978 27,997

当期変動額

自己株式の処分 19 －

連結子会社からの自己株式の取得 － △221

株式交換による自己株式の割当 － 161

当期変動額合計 19 △59

当期末残高 27,997 27,938

利益剰余金

前期末残高 84,470 91,564

当期変動額

剰余金の配当 △1,896 △1,880

当期純利益 8,990 13,263

当期変動額合計 7,094 11,382

当期末残高 91,564 102,947

自己株式

前期末残高 △1,989 △2,006

当期変動額

自己株式の取得 △200 △4

自己株式の処分 2 －

株式交換による自己株式の割当 － 47

持分法適用会社に対する持分変動に伴う
自己株式の増減

180 △83

当期変動額合計 △16 △40

当期末残高 △2,006 △2,046

株主資本合計

前期末残高 147,262 154,360

当期変動額

剰余金の配当 △1,896 △1,880

当期純利益 8,990 13,263

自己株式の取得 △200 △4

自己株式の処分 22 －

連結子会社からの自己株式の取得 － △221

株式交換による自己株式の割当 － 209

持分法適用会社に対する持分変動に伴う
自己株式の増減

180 △83

当期変動額合計 7,097 11,282

当期末残高 154,360 165,642
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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 1,160 102

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,057 676

当期変動額合計 △1,057 676

当期末残高 102 779

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △75 △65

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10 △38

当期変動額合計 10 △38

当期末残高 △65 △103

評価・換算差額等合計

前期末残高 1,084 36

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,047 638

当期変動額合計 △1,047 638

当期末残高 36 675

少数株主持分

前期末残高 2,951 5,944

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,992 △1,193

当期変動額合計 2,992 △1,193

当期末残高 5,944 4,750

純資産合計

前期末残高 151,299 160,341

当期変動額

剰余金の配当 △1,896 △1,880

当期純利益 8,990 13,263

自己株式の取得 △200 △4

自己株式の処分 22 －

連結子会社からの自己株式の取得 － △221

株式交換による自己株式の割当 － 209

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己
株式の増減

180 △83

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,945 △555

当期変動額合計 9,042 10,727

当期末残高 160,341 171,069
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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 16,434 19,794

減価償却費 19,687 20,972

減損損失 3,309 1,786

固定資産圧縮損 4,407 3,637

固定資産除却損 1,034 1,853

繰延資産償却額 22 36

投資有価証券評価損益（△は益） 977 20

退職給付会計基準変更時差異の処理額 759 935

のれん償却額 452 202

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,277 1,454

受取利息及び受取配当金 △527 △531

支払利息 7,813 7,753

固定資産売却損益（△は益） 113 △1,770

投資有価証券売却損益（△は益） － 142

持分法による投資損益（△は益） △4,663 △6,225

持分変動損益（△は益） △4,772 －

工事負担金等受入額 △4,334 △2,944

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,813 1,539

その他 △4,119 △521

小計 41,683 48,135

利息及び配当金の受取額 1,893 2,150

利息の支払額 △7,798 △7,692

法人税等の支払額 △7,650 △7,004

営業活動によるキャッシュ・フロー 28,128 35,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △35,778 △40,661

固定資産の売却による収入 245 476

工事負担金等受入による収入 11,561 13,753

投資有価証券の取得による支出 △143 △560

投資有価証券の売却による収入 18,809 40

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

390 －

その他 △2,737 △2,913

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,652 △29,864

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） △4,214 2,200

長期借入れによる収入 30,427 14,295

長期借入金の返済による支出 △29,403 △32,973

社債の発行による収入 － 19,890

社債の償還による支出 △15,160 △100

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 △4,171 △4,292

配当金の支払額 △1,896 △1,880

その他 △245 △736

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,664 △3,597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,189 2,127

現金及び現金同等物の期首残高 27,799 23,614

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 4 －

現金及び現金同等物の期末残高 23,614 25,741
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     該当事項はありません。 

  

 1．連結の範囲に関する事項 
  (a) 連結子会社の数……46社 
     主要な連結子会社の名称：北総鉄道㈱、京成バス㈱、帝都自動車交通㈱、㈱京成ストア、 
                               京成建設㈱、㈱水戸京成百貨店 
  (b) 主要な非連結子会社の名称：鋸山ロープウェー㈱、㈱京成情報システム 
    (連結の範囲から除いた理由)いずれも小規模であり、合計の総資産、営業収益、持分に見   
                合う当期純損益及び持分に見合う利益剰余金等はいずれも連結 
                計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から 
                除外しております。 
  (c) 連結の範囲の変更 
     従来、連結子会社であった京成ホテル管財㈱は、平成21年４月21日に清算を終えたことに  
   伴い連結の範囲から除外しました。 
  
 2．持分法の適用に関する事項 
  (a) 持分法を適用した関連会社の数……６社 
    主要な会社等の名称：㈱オリエンタルランド、新京成電鉄㈱ 
  (b) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称：鋸山ロープウ 
    ェー㈱、㈱京成情報システム、日暮里駅整備㈱ 
      (持分法を適用しない理由)持分に見合う当期純損益及び持分に見合う利益剰余金等からみ 
                 て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微 
               であり、かつ、全体としても重要性がないため、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会社は次のとおりであります。 
    12月末日決算会社……㈱千葉交タクシー、京成電設工業㈱ 
    １月末日  〃  ……成田タクシー㈱ 
    ２月末日  〃  ……帝都自動車交通㈱、市川交通自動車㈱、船橋交通㈱、 
              合同タクシー㈱、西千葉タクシー㈱、富士見タクシー㈱、三田下総  
              交通㈱、㈱京成ストア、㈱水戸京成百貨店、京成ビルサービス㈱ 
     上記13社については、各社の決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結 
    決算日との間に生じた重要な取引等については、連結上必要な調整を行っております。 
  
 4．会計処理基準に関する事項 
  (a) 重要な資産の評価基準及び評価方法 
   ①有価証券 
     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により評価しておりま 
               す。 
                   (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 
              法により算定しております。) 
      時価のないもの……移動平均法に基づく原価法により評価しております。 
   ②デリバティブ……………時価法により評価しております。    
   ③たな卸資産………………分譲土地建物及び未成工事支出金は、個別法に基づく原価法によ 
                             り、その他は主として売価還元法に基づく原価法により評価して 
               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 
                              定しております。） 

(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
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  (b) 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) 
     取得価額で約76％が定額法により、約24％が定率法により償却しております。 
     ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物付属設備を除く。)については、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    ５～60年 
      機械装置及び運搬具  ５～20年 
   ②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。 
     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 

      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。 

      なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年 

     ３月31日以前の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 

     によっております。 
  (c) 重要な引当金の計上基準 
   ①貸倒引当金 
          営業債権・貸付金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。 
   ②賞与引当金 
     従業員の賞与の支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を 
    計上しております。 
   ③役員賞与引当金 
     役員の賞与の支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計 
        上しております。 
   ④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。また、連結子会社の会計基準変更時差異について 
    は、10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、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。 
          数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内 
        の一定の年数(７～10年)による定額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。 
   ⑤役員退職慰労引当金 
     役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま 
        す。 
 (d) 重要な収益及び費用の計上基準 

         完成工事高及び完成工事原価の計上基準 
      ア．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 
        工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法) 
      イ．その他の工事 
        工事完成基準 
    (e) 鉄道事業における工事負担金等の会計処理の方法 
          鉄道事業において固定資産の取得のために受け入れた工事負担金等は、工事完成時に当 
        該固定資産の取得原価から直接減額しております。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じた額 
    を固定資産圧縮損として特別損失に計上しております。 
  (f) 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 
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   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。 
  (g) その他連結計算書類の作成のための重要な事項 
    ①繰延資産の処理方法 
      社債発行費 
       社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。 
    ②支払利息の原価算入 
      分譲土地建物の開発事業に係る支払利息の一部を取得原価に算入しております。 
     なお、当連結会計年度において取得原価に算入した額はありません。 
    ③消費税等の会計処理 
      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

  

 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、全面時価評価法によっております。 

  

 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、主として５年間の均等償却を行っております。 

  

 1．工事契約に関する会計基準 
      請負工事に関する収益の計上基準については、従来、請負金額３億円以上かつ工期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 
      当連結会計年度より適用し、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。 
  
 2.「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。 
        なお、従来の割引率と同一の割引率を使用することとなったため、連結財務諸表に与える 
      影響はありません。 
  
 3．表示方法の変更 

    連結貸借対照表 
      リース資産及びリース債務は、その金額に重要性が増したため、当連結会計年度より区分  
      掲記しております。 
      なお、前連結会計年度のリース資産は有形固定資産の「その他(純額)」に1,453百万円、 
      無形固定資産の「その他」に195百万円、リース債務は流動負債の「その他」に328百万円、 
      固定負債の「その他」に1,407百万円含まれております。 

  

(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
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減損損失 

 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)減損損失を計上した資産 

 
 (2)減損損失を認識するに至った経緯 
    当初想定していた収益を見込めなくなったことや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。 
 (3)減損損失の金額 
    建物及び構築物2,024百万円、機械装置及び運搬具53百万円、土地1,130百万円、有形固定 

    資産その他57百万円、無形固定資産その他16百万円、リース資産27百万円 計3,309百万円 
 (4)資産のグルーピングの方法 
    管理会計上の事業ごと又は物件、店舗ごとに資産のグルーピングを行っております。 
 (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出 

   しております。また、回収可能価額を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3.6％で割り引いて算出しております。 
  

 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)減損損失を計上した資産 

 
 (2)減損損失を認識するに至った経緯 
    当初想定していた収益を見込めなくなったことや土地の帳簿価額に対する時価の著しい下 

    落により減損損失を認識しております。 
 (3)減損損失の金額 
    建物及び構築物160百万円、土地1,548百万円、有形リース資産14百万円、有形固定資産そ   

    の他40百万円、無形固定資産その他2百万円、その他20百万円 計1,786百万円 
 (4)資産のグルーピングの方法 
       管理会計上の事業ごと又は物件、店舗ごとに資産のグルーピングを行っております。 
 (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、路線価に合理的な調整を行っ 

       て算出しております。また、回収可能価額を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3.4％で割り引いて算出しております。 

(8)連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

(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)

 有形固定資産の減価償却累計額 299,039 310,788
 担保に供している資産の額 322,212 317,616
 保証債務額 462 424

(連結損益計算書関係)

用 途 種 類 場 所

ホテル施設等 計７件 建物及び構築物、土地等 茨城県水戸市 他

用 途 種 類 場 所

賃貸施設等 計８件 建物及び構築物、土地等 千葉県習志野市 他
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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. 普通株式の自己株式の株式数の増加692千株は、単元未満株式の買取りによる増加6千 
   株、関係会社の持分比率変動及び連結子会社化に伴う自己株式（当社株式）の当社帰属分 
  の増加685千株であります。 
※2. 普通株式の自己株式の株式数の減少360千株は、関係会社の持分比率変動に伴う自己株式 
  (当社株式)の当社帰属分の減少293千株、関係会社が売却した自己株式（当社株式）の当社 
   帰属分の減少66千株であります。 

  

 

 
  
 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. 普通株式の自己株式の株式数の増加1,364千株は、単元未満株式の買取りによる増加8千 
   株、関係会社の持分比率変動に伴う自己株式（当社株式）の当社帰属分の増加等1,355千株 
  であります。 
※2. 普通株式の自己株式の株式数の減少401千株は、関係会社株式との交換によるものであ 
  ります。 

(連結株主資本等変動計算書関係)

   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
(単位：千株)

前連結会計年度末 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度末

株式数 増加株式数 減少株式数 株式数

発行済株式

 普通株式 344,822 － － 344,822

  合計 344,822 － － 344,822

自己株式

 普通株式 5,975 692 360 6,307

  合計 5,975 692 360 6,307

 2. 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

基準日 効力発生日
配当額

平成20年6月27日
普通株式 1,034百万円 3.00円 平成20年3月31日 平成20年6月30日

定時株主総会

平成20年11月13日
普通株式 861百万円 2.50円 平成20年9月30日 平成20年12月4日

取締役会

      (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

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

基準日 効力発生日
配当額

平成21年6月26日
普通株式 1,034百万円 利益剰余金 3.00円 平成21年3月31日 平成21年6月29日

定時株主総会

     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
(単位：千株)

前連結会計年度末 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度末

株式数 増加株式数 減少株式数 株式数

発行済株式

 普通株式 344,822 － － 344,822

  合計 344,822 － － 344,822

自己株式

 普通株式 6,307 1,364 401 7,270

  合計 6,307 1,364 401 7,270
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  2. 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

基準日 効力発生日
配当額

平成21年6月26日
普通株式 1,034百万円 3.00円 平成21年3月31日 平成21年6月29日

定時株主総会

平成21年11月10日
普通株式 854百万円 2.50円 平成21年9月30日 平成21年12月２日

取締役会

      (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

決議（予定） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

基準日 効力発生日
配当額

平成22年6月29日
普通株式 1,198百万円 利益剰余金 3.50円 平成22年3月31日 平成22年6月30日

定時株主総会

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 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
(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)

 現金及び預金勘定 24,244 26,221
 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △630 △480
 現金及び現金同等物 23,614 25,741
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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) 
(単位：百万円)

 
  
   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) 

 (単位：百万円)

 
(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、タクシー等の営業を行っております。 
       流通業        ― 百貨店業等により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。 
       レジャー・サービス業 ― 映画、ホテル、飲食業等を行っております。 
       建設業        ― 土木・建築工事、電気工事等の請負を行っております。 
        その他の事業     ― 鉄道車両の整備、自動車車体の製造及び自動車教習所の 
                  経営等を行っております。 

   3．前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費は、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．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、前連結会計年度134,350百万 

      円、当連結会計年度137,416百万円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現 
          金・預金、短期貸付金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券及び長期貸付金)であり 
          ます。 

(セグメント情報)

1．事業の種類別セグメント情報

運輸業 流通業 不動産業
レジャー・

建設業
その他の

計
消去又は

連  結
サービス業 事  業 全 社

Ⅰ 営業収益及び営業損益

  営業収益

 (1) 外部顧客に対する
114,005 80,138 13,078 10,481 11,271 4,183 233,159 ― 233,159

   営業収益

 (2) セグメント間の内部
503 720 5,014 2,484 10,077 1,999 20,799 (20,799) ―

   営業収益又は振替高

計 114,509 80,858 18,092 12,966 21,348 6,183 253,959 (20,799) 233,159

    営業費 96,682 80,221 14,978 12,624 20,323 5,734 230,564 (20,438) 210,126

    営業利益 17,826 637 3,114 341 1,024 448 23,394 (361) 23,033

Ⅱ 資産、減価償却費、

 減損損失及び資本的支出

    資産 461,008 38,423 118,246 5,553 15,294 16,111 654,638 71,421 726,059

    減価償却費 15,797 1,284 2,261 325 65 38 19,772 (85) 19,687

    減損損失 ― 348 ― 2,960 ― ― 3,309 ― 3,309

    資本的支出 28,975 610 7,679 462 35 66 37,830 (85) 37,744

運輸業 流通業 不動産業
レジャー・

建設業
その他の

計
消去又は

連  結
サービス業 事  業 全 社

Ⅰ 営業収益及び営業損益

  営業収益

 (1) 外部顧客に対する
127,623 75,386 12,931 9,702 13,286 3,593 242,523 ― 242,523

   営業収益

 (2) セグメント間の内部
734 575 5,394 2,213 11,239 1,915 22,073 (22,073) ―

   営業収益又は振替高

計 128,358 75,961 18,325 11,916 24,525 5,508 264,596 (22,073) 242,523

    営業費 110,213 75,004 16,559 11,843 23,278 5,194 242,093 (21,789) 220,304

    営業利益 18,145 957 1,766 72 1,246 314 22,503 (283) 22,219

Ⅱ 資産、減価償却費、

 減損損失及び資本的支出

    資産 467,629 35,951 120,853 5,465 13,992 11,651 655,543 83,052 738,595

    減価償却費 17,126 1,133 2,481 235 43 40 21,060 (88) 20,972

    減損損失 27 195 1,563 ― ― ― 1,786 ― 1,786

    資本的支出 58,633 487 7,076 401 10 33 66,644 ― 66,644
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     前連結会計年度及び当連結会計年度については、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会 
     社及び重要な在外支店は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については、海外売上高は僅少なため記載を省略してお 
     ります。 

  

 
    (注) 1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載 
             しておりません。 
       2．１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。 

 
  

(開示の省略) 
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為、開示を省略しております。 

2．所在地別セグメント情報

3．海外売上高

(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 456.10円 １株当たり純資産額 492.72円

 １株当たり当期純利益金額 26.52円 １株当たり当期純利益金額 39.27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)

 純資産の部の合計額 (百万円) 160,341 171,069

 純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) 5,944 4,750

 (うち少数株主持分) (百万円) 5,944 4,750

 普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 154,397 166,318

 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

(千株) 338,514 337,551

       3．１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)

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) 8,990 13,263

 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) 8,990 13,263

 普通株式の期中平均株式数 (千株) 339,029 337,778
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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 8,609 7,927

未収運賃 2,315 2,671

未収金 3,178 3,194

短期貸付金 2,684 2,518

分譲土地建物 24,097 24,542

貯蔵品 1,109 1,029

前払費用 403 325

繰延税金資産 703 805

受託工事立替金 26,870 7,141

その他の流動資産 996 760

貸倒引当金 － △7

流動資産合計 70,970 50,909

固定資産

鉄道事業固定資産

有形固定資産 373,231 398,563

減価償却累計額 △172,542 △178,261

有形固定資産（純額） 200,688 220,301

無形固定資産 1,503 4,628

鉄道事業固定資産合計 202,192 224,930

開発事業固定資産

有形固定資産 115,375 119,949

減価償却累計額 △26,175 △27,616

有形固定資産（純額） 89,200 92,332

無形固定資産 178 425

開発事業固定資産合計 89,379 92,758

各事業関連固定資産

有形固定資産 3,468 4,567

減価償却累計額 △2,283 △2,310

有形固定資産（純額） 1,184 2,256

無形固定資産 213 289

各事業関連固定資産合計 1,397 2,545

建設仮勘定

鉄道事業 29,240 35,242

開発事業 2,050 608

各事業関連 150 1,262

建設仮勘定合計 31,441 37,113
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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)

投資その他の資産

投資有価証券 7,035 8,065

関係会社株式 67,339 68,116

長期貸付金 65 225

従業員に対する長期貸付金 51 24

関係会社長期貸付金 25,790 24,026

長期前払費用 52 24

繰延税金資産 2,073 2,122

関係会社工事預託金 11,742 342

その他の投資等 541 680

投資その他の資産合計 114,691 103,627

固定資産合計 439,102 460,975

繰延資産

社債発行費 133 206

繰延資産合計 133 206

資産合計 510,205 512,090

負債の部

流動負債

短期借入金 30,961 34,511

1年内返済予定の長期借入金 31,084 17,521

1年内償還予定の社債 － 15,000

リース債務 16 972

未払金 2,972 3,113

設備関係未払金 9,627 7,731

未払費用 1,443 1,530

未払消費税等 － 67

未払法人税等 95 1,963

預り連絡運賃 770 748

預り金 36,304 31,622

前受運賃 2,319 2,309

前受金 43,355 25,694

賞与引当金 1,049 1,061

役員賞与引当金 37 37

その他の流動負債 8 71

流動負債合計 160,045 143,956

固定負債

社債 71,000 76,000

長期借入金 158,837 155,305

リース債務 115 10,285

長期未払金 233 418

退職給付引当金 16,558 18,945

長期預り敷金保証金 3,880 3,828

その他の固定負債 16 8

固定負債合計 250,642 264,792

負債合計 410,687 408,748
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 36,803 36,803

資本剰余金

資本準備金 27,845 27,845

資本剰余金合計 27,845 27,845

利益剰余金

利益準備金 3,038 3,038

その他利益剰余金

別途積立金 8,095 8,095

繰越利益剰余金 23,829 28,630

利益剰余金合計 34,963 39,764

自己株式 △24 △1,402

株主資本合計 99,588 103,011

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △70 330

評価・換算差額等合計 △70 330

純資産合計 99,517 103,342

負債純資産合計 510,205 512,090
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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)

鉄道事業営業利益

営業収益

旅客運輸収入 50,424 49,844

運輸雑収 3,754 3,458

鉄道事業営業収益合計 54,178 53,303

営業費

運送営業費 30,489 29,859

一般管理費 2,416 2,372

諸税 2,338 2,340

減価償却費 9,031 9,268

鉄道事業営業費合計 44,275 43,841

鉄道事業営業利益 9,903 9,461

開発事業営業利益

営業収益

土地建物分譲収入 6,524 6,133

賃貸収入 7,723 8,364

開発事業営業収益合計 14,248 14,497

営業費

売上原価 5,375 6,122

販売費及び一般管理費 2,409 3,081

諸税 1,102 1,117

減価償却費 2,295 2,513

開発事業営業費合計 11,182 12,835

開発事業営業利益 3,065 1,662

全事業営業利益 12,969 11,124

営業外収益

受取利息 542 500

受取配当金 1,940 3,931

業務受託手数料 277 287

受託工事事務費戻入 271 656

雑収入 621 695

営業外収益合計 3,653 6,071

営業外費用

支払利息 4,326 4,093

社債利息 1,386 1,648

社債発行費償却 22 36

雑支出 513 758

営業外費用合計 6,249 6,536

経常利益 10,372 10,659
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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)

特別利益

工事負担金等受入額 3,735 2,518

固定資産売却益 29 1,147

関係会社株式売却益 5,334 －

その他 － 2

特別利益合計 9,099 3,668

特別損失

固定資産圧縮損 3,695 3,136

減損損失 － 1,563

固定資産除却損 225 387

たな卸資産評価損 3,786 －

関係会社整理損 3,542 －

投資有価証券評価損 966 －

その他 165 65

特別損失合計 12,383 5,154

税引前当期純利益 7,088 9,174

法人税、住民税及び事業税 1,255 2,742

法人税等調整額 △447 △278

法人税等合計 808 2,464

当期純利益 6,280 6,710
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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 36,803 36,803

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 36,803 36,803

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 27,845 27,845

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 27,845 27,845

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当期変動額

株式交換による自己株式の割当 － △20

自己株式処分差損の振替 － 20

当期変動額合計 － 0

当期末残高 － －

資本剰余金合計

前期末残高 27,845 27,845

当期変動額

株式交換による自己株式の割当 － △20

自己株式処分差損の振替 － 20

当期変動額合計 － 0

当期末残高 27,845 27,845

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 3,038 3,038

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,038 3,038

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 8,095 8,095

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,095 8,095

繰越利益剰余金

前期末残高 19,445 23,829

当期変動額

剰余金の配当 △1,896 △1,889

当期純利益 6,280 6,710

自己株式処分差損の振替 － △20

当期変動額合計 4,383 4,800

当期末残高 23,829 28,630

利益剰余金合計

前期末残高 30,579 34,963

当期変動額

剰余金の配当 △1,896 △1,889
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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)

当期純利益 6,280 6,710

自己株式処分差損の振替 － △20

当期変動額合計 4,383 4,800

当期末残高 34,963 39,764

自己株式

前期末残高 △21 △24

当期変動額

自己株式の取得 △3 △1,606

株式交換による自己株式の割当 － 229

当期変動額合計 △3 △1,377

当期末残高 △24 △1,402

株主資本合計

前期末残高 95,208 99,588

当期変動額

剰余金の配当 △1,896 △1,889

当期純利益 6,280 6,710

自己株式の取得 △3 △1,606

株式交換による自己株式の割当 － 209

自己株式処分差損の振替 － 0

当期変動額合計 4,380 3,423

当期末残高 99,588 103,011

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △161 △70

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90 401

当期変動額合計 90 401

当期末残高 △70 330

評価・換算差額等合計

前期末残高 △161 △70

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90 401

当期変動額合計 90 401

当期末残高 △70 330

純資産合計

前期末残高 95,046 99,517

当期変動額

剰余金の配当 △1,896 △1,889

当期純利益 6,280 6,710

自己株式の取得 △3 △1,606

株式交換による自己株式の割当 － 209

自己株式処分差損の振替 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90 401

当期変動額合計 4,470 3,824

当期末残高 99,517 103,342
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 ①連結損益計算書(前期比較) 

 
  

②セグメント別当期の概況 

 
  

(4)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

(1) 補足情報
 (連結)

(単位：百万円)
科  目 当 期 前 期 増減額 増減率(％)

 営 業 収 益 242,523 233,159 9,364 4.0
 営   業   費

運輸業等営業費及び売上原価 182,634 171,894 10,739 6.2
販売費及び一般管理費 37,670 38,231 △561 △1.5

 営 業 利 益 22,219 23,033 △814 △3.5
 営 業 外 収 益 9,261 6,761 2,500 37.0

受取利息 351 392 △41 △10.6
受取配当金 180 135 45 33.5
持分法による投資利益 6,225 4,663 1,561 33.5
その他 2,504 1,569 935 59.6

 営 業 外 費 用 9,493 9,091 401 4.4
支払利息 7,753 7,813 △59 △0.8
その他 1,740 1,278 461 36.1

 営 業 外 損 益 △231 △ 2,330 2,098 －
 経 常 利 益 21,987 20,702 1,284 6.2
  特 別 利 益 4,846 9,224 △4,378 △47.5
  特 別 損 失 7,039 13,493 △6,453 △47.8

特 別 損 益 △2,193 △ 4,268 2,075 －
 税金等調整前当期純利益 19,794 16,434 3,359 20.4

法人税、住民税及び事業税 6,119 7,850 △1,731
法人税等調整額 △ 66 △564 497

法人税等合計 6,052 7,286 △1,233 △16.9
少数株主利益 478 157 320 203.6

 当期純利益 13,263 8,990 4,272 47.5

(注) (当 期） (前 期）
1.特別利益の主な内訳

         工事負担金等受入額 2,944百万円 4,334百万円
   固定資産売却益 1,798百万円 100百万円

         持分変動利益 － 4,772百万円
2.特別損失の主な内訳

         固定資産圧縮損 3,637百万円 4,407百万円
           減損損失 1,786百万円 3,309百万円

   固定資産除却損 1,129百万円 545百万円
         たな卸資産評価損 － 3,782百万円

(単位：百万円)

営業収益 営業利益

当 期 対前期増減額 増減率(％) 当 期 対前期増減額 増減率(％)

運輸業 128,358 13,849 12.1 18,145 318 1.8

流通業 75,961 △ 4,897 △ 6.1 957 319 50.0

不動産業 18,325 233 1.3 1,766 △ 1,347 △ 43.3

レジャー・サービス業 11,916 △ 1,049 △ 8.1 72 △ 268 △ 78.6

建設業 24,525 3,177 14.9 1,246 221 21.6

その他の事業 5,508 △ 674 △ 10.9 314 △ 134 △ 30.0

計 264,596 10,637 4.2 22,503 △ 891 △ 3.8

連結修正 △ 22,073 △ 1,273 ― △ 283 77 ―

連結 242,523 9,364 4.0 22,219 △ 814 △ 3.5
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 (個別) 

 

 
  

①損益計算書（前期比較）
(単位：百万円)

科  目 当 期 前 期 増 減 額 増 減 率(％)
 （鉄 道 事 業）

営業収益 53,303 54,178 △ 875 △ 1.6
営業費 43,841 44,275 △ 434 △ 1.0
営業利益 9,461 9,903 △ 441 △ 4.5

 （開 発 事 業）
営業収益 14,497 14,248 249 1.8
営業費 12,835 11,182 1,652 14.8
営業利益 1,662 3,065 △ 1,403 △ 45.8

全事業営業利益 11,124 12,969 △ 1,844 △ 14.2
営業外収益 6,071 3,653 2,418 66.2

受取利息 500 542 △ 41 △ 7.7
受取配当金
その他

3,931
1,640

1,940
1,170

1,991
469

102.6
40.1

営業外費用 6,536 6,249 286 4.6
支払利息
社債利息

4,093
1,648

4,326
1,386

△ 233
262

△ 5.4
18.9

その他 794 536 257 48.0
営業外損益 △ 464 △ 2,596 2,132 －
経常利益 10,659 10,372 287 2.8
特別利益 3,668 9,099 △ 5,430 △ 59.7
特別損失 5,154 12,383 △ 7,228 △ 58.4
特別損益 △ 1,485 △ 3,283 1,798 －
税引前当期純利益 9,174 7,088 2,085 29.4
法人税、住民税及び事業税 2,742 1,255 1,486
法人税等調整額 △ 278 △ 447 168
法人税等計 2,464 808 1,655 204.7
当期純利益 6,710 6,280 429 6.8

    （注） （当 期） （前 期）
   1.特別利益の主な内訳

     工事負担金等受入額 2,518百万円 3,735百万円
     固定資産売却益 1,147百万円 29百万円
     関係会社株式売却益  － 5,334百万円

   2.特別損失の主な内訳
     固定資産圧縮損 3,136百万円 3,695百万円
     減損損失 1,563百万円 －
     たな卸資産評価損 － 3,786百万円
     関係会社整理損      － 3,542百万円

②鉄道事業 輸送人員及び旅客運輸収入内訳表
区  分 当 期 前 期 増 減 率

輸 送 人 員 千人 千人 ％
定     期 150,144 149,818 0.2
定  期  外 107,214 108,687 △ 1.4

計 257,358 258,505 △ 0.4
旅 客 運 輸 収 入 百万円 百万円 ％

定     期 18,502 18,569 △ 0.4
定  期  外 31,341 31,855 △ 1.6

計 49,844 50,424 △ 1.2
(注) 輸送人員：千人未満を四捨五入して表示しております。
      旅客運輸収入：百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（２）役 員 の 異 動 

 

（平成 22年６月 29日付） 

 

①新任取締役候補 

   取 締 役      飯島
いいじま

 俊一
としかず

   取 締 役      

   （現 千葉海浜交通株式会社取締役社長） 

斎藤
さいとう

  貢
みつぐ

   取 締 役      

  （現 グループ戦略部長） 

小林
こばやし

 敏也
と し や

 

   （現 鉄道本部計画管理部長） 

②退任予定取締役 

  取 締 役      
く ぼ た

久保田修二
しゅうじ

取 締 役      

  （現 帝都自動車交通株式会社取締役社長） 

髙
たか

田
だ

 和生
か ず お

   取 締 役      

  （現 株式会社京成ストア取締役社長） 

西村
にしむら

  寛
ひろし

 

  （現 株式会社水戸京成百貨店取締役社長） 

③新任監査役候補 

   監 査 役      宇治原
う じ は ら

 潔
きよし

（非 常 勤）            （現 株式会社アルバック取締役） 

  （現 日本生命保険相互会社副社長執行役員） 

 

④退任予定監査役 

   監 査 役      名原
な は ら

  剛

（非 常 勤） 

つよし

 

 

⑤役職異動予定 

代表取締役副社長   三枝
さいぐさ

 紀
のり

生
お

   （総括） 

  （現 代表取締役専務取締役経理担当・鉄道本部長） 

常務取締役      金
かね

子
こ

賢
けん

太
た

郎
ろう

   （鉄道本部長） 

   （現 常務取締役鉄道副本部長） 

常務取締役      大室
おおむろ

  健
けん

（経営統括担当）          （現 京成バス株式会社取締役副社長） 

   （現 取締役経営統括部部長） 

   （京成バス株式会社 

取締役社長に就任予定） 

常務取締役      宮
みや

田
た

 弘
ひろ

幸
ゆき

   （経理担当） 

  （現 取締役経理部長） 

   取 締 役      小森
こ も り

 健市
けんいち

   （京成不動産株式会社 

  （現 取締役開発事業部長） 

  取締役社長に就任予定） 

取 締 役      酒寄
さかより

 博司
ひ ろ し

   （鉄道副本部長兼運輸部長） 

  （現 取締役鉄道本部運輸部長） 

以 上 
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