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1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)
(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第1四半期 141,793 △2.3 10,514 30.7 9,070 53.8 4,853 △25.0

22年3月期第1四半期 145,126 △5.5 8,043 △22.8 5,897 △27.7 6,467 48.7

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

23年3月期第1四半期 5.70 5.31

22年3月期第1四半期 7.59 7.05

 (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

百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第1四半期 1,407,946 278,193 13.0 214.51

22年3月期 1,398,568 277,253 13.0 213.99

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 182,796百万円 22年3月期 182,359百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ─ 2.50 ─ 2.50 5.00

23年3月期 ─

23年3月期(予想) 2.50 ─ 2.50 5.00

3. 平成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(累計)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(累計) 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



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表の四半期レビュー手続が実施中です。 

・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条件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、四半期決算短信（添付資料）P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ― 社 (     ―      )  除外 ― 社 (      ―     )

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計
処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 858,672,607株 22年3月期 858,672,607株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 6,507,718株 22年3月期 6,502,019株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 852,164,249株 22年3月期1Ｑ 852,418,853株

（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示）

（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項）
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善などにより、景気が自律的な回復へ
向かうことが期待される一方、雇用情勢の悪化懸念や、欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念が残るな
ど、景気は依然として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。 
しかしながら、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、レジャー事業の一部において各種催事等によ

る集客増に伴い収入が増加したものの、流通事業の減収および不動産事業において当社のマンション分譲
の減少に伴う分譲収入の減少等により、営業収益は141,793百万円（前期比2.3％減）、営業利益は10,514
百万円（前期比30.7％増）、経常利益は9,070百万円（前期比53.8％増）、四半期純利益は4,853百万円
（前期比25.0％減）となりました。 
セグメント情報の業績を示すと、次のとおりであります。 
  

（運輸事業） 
鉄道業におきまして、当社では、安全を 優先に更なる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、４月24日に完成公開した東武ワールドスクウェア新展示物「東京スカイツリー®」を記念

して、建設中の東京スカイツリーと鬼怒川の東武ワールドスクウェアを結ぶ「スカイツリートレイン」を
運行し、利用客の促進を図るほか、沿線のお客様に対しても東京スカイツリーをＰＲしております。ま
た、ゴールデンウィークには、東急田園都市線沿線から東京メトロ半蔵門線を経由して、ツツジや藤の花
が見ごろを迎えた群馬県館林市や栃木県足利市への直通臨時列車「フラワーエクスプレス号」を運行した
ほか、健康ハイキングの開催や各種クーポン等の販売を引き続き実施し、鉄道ネットワークを活用した誘
客に努めました。 
そのほか、東武版デスティネーションキャンペーンであります「東武散策の旅キャンペーン」につきま

して、「栃木」を重点販売エリアに位置づけ、５月４日から駅現業長を中心としたＰＲ活動を地元の皆様
と一緒に展開したほか、主要駅に特設コーナーを設置、クーポンの販売及び他社線での観光キャラバンの
実施など積極的に展開しております。 
安全面では、お客様に安心かつ快適にご利用いただくための安全対策に終わりがないことを常に念頭に

おき、安全性向上のための様々な施策を継続的に実施しております。 
具体的な取り組みとしまして、踏切の更なる保安度向上を目指して、「押ボタン」と連動した踏切防護

用ＡＴＳ地上子の設置工事を推進しているほか、駅の安全対策として「非常停止ボタン」の新増設をはじ
め、発車時にメロディや音声等でお客様に列車のドアが閉まることをお知らせする「発車案内放送装置」
等の設置を推進しております。また、国土交通省令の改正に合わせて、運転士の体調不良時に列車を自動
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。さらに、大規模地震や風雨時の自然災害における安全対策とし
て、引き続き高架橋耐震補強工事や長大橋梁の改修工事を鋭意進めました。また、2009年度に実施した
「鉄道輸送の安全」確保に関する取り組みや事故等の発生状況などを広くご理解いただくため、６月には
「2010安全報告書」を作成しホームページで公表いたしました。 
バス業におきまして、東北急行バス㈱では、３月から高速バス「東京～岡山・倉敷線（ままかりライナ

ー）」の運行を開始するなど、営業の拡大に努めました。さらに、東武バスウエスト㈱では、４月から深
夜バスの新設や平日運行日を増やすなど利便性向上を図りました。 
これらの結果、東京スカイツリー効果による鉄道業の定期外収入の増加があったものの、バス・タクシ

ー業および貨物運送業の減収等により、営業収益は52,268百万円（前期比0.7％減）となりましたが、鉄
道業において見込んでおりました経費が繰り延べとなったこと等により、営業利益は7,390百万円（前期
比24.9％増）となりました。 

  
（レジャー事業） 
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、「のりものふしぎ探検隊」

等、参加型・体験型のイベントを積極的に展開したほか、人気アニメキャラクターのショー等を多数開催
し、集客に努めました。東武ワールドスクウェア㈱では、宇都宮の有名餃子店が一同に揃う「春の鬼怒川
温泉餃子祭り」を開催したほか、園内において「鉄道ジャンク市」を開催するなど、恒例のイベントだけ
でなく、新たなイベント企画に積極的に取り組み、集客に努めました。 
スポーツ業におきましては、㈱東武スポーツでは、１回の利用を90分とし、月会費を抑えた「90分会

員」を各クラブにおいて順次導入し、幅広い顧客層からの会員獲得に努めております。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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タワー業におきまして、「東京スカイツリー」が、昨年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、本年３月にタワー塔体が338ｍを越え日本一の高さとなりました。５月に
第一展望台の鉄骨組み立てが始まり、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、ホテル業や遊戯場業において利益が改善されたほか、遊園地・観光業で増収となりまし

たが、従来レジャー事業に含めておりました石油販売業を事業再編に伴い今期よりその他事業セグメント
に変更したことにより、営業収益は17,152百万円（前期比10.8％減）、営業損失は81百万円となりまし
た。 
  

（不動産事業） 
不動産賃貸業におきまして、安定的な収益確保及び沿線価値向上、保有資産の有効活用を図るため、当

社において朝霞南口店舗の新設及び朝霞駅橋上店舗（エキア朝霞）のリニューアルを実施し、一層の充実
を図りました。 
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）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、久喜市南栗橋、滑川町月の輪等で土地を販売い
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
の販売収入を見込んでおります。 
業平橋押上地区街区開発業におきまして、昨年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し、本年２月には商業施設テナント募集説明会を開催してテナント誘致活動
を本格化させ、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、不動産事業全体の営業収益は10,465百万円（前期比9.9％減）となったものの、前年よ

り低い原価率の物件を販売したことによる増益等により、営業利益は1,508百万円（前期比20.4％増）と
なりました。 
  

（流通事業） 
流通業におきまして、㈱東武百貨店では、池袋店において「初夏の大北海道展」、「福岡・長崎物産

展」など人気のある催事を開催し集客に努めたほか、㈱東武宇都宮百貨店では、土・日・祝を含め、毎日
１時間駐車場サービスを開始し、お客様へのサービスの向上を図りました。㈱東武カードビジネスでは、
ＩＣカードが１枚になった東武カードＰＡＳＭＯの会員数が堅調に推移しており、東武商事㈱では、ＰＡ
ＳＭＯ利用可能自動販売機を増やし、利便性向上に努めております。 
しかしながら、百貨店を中心に個人消費の持ち直しの動きが鈍く売上の減少が続いていること等によ

り、営業収益は52,319百万円（前期比1.8％減）となったものの、経費削減に努めた結果、営業利益は445
百万円となりました。 
  

（その他事業） 
建設業におきまして、東武緑地㈱では、東京都江東区において整備工事を行いました。また、千葉県野

田市においてゴルフコースの改修工事を受注しました。 
これらの結果、その他事業全体の営業収益は19,984百万円（前期比8.4％減）、営業利益は1,239百万円

（前期比6.6％減）となりました。 
  

総資産、負債及び純資産の状況 
総資産は、時価下落による投資有価証券の減少があったものの、建物及び構築物が増加したこと等に

より1,407,946百万円となり、前連結会計年度末と比べ9,377百万円（前期比0.7％増）の増加となりま
した。 
負債は、設備投資関係等の未払金が減少したものの、借入金が増加したこと等により1,129,753百万

円となり、前連結会計年度末と比べ8,437百万円（前期比0.8％増）の増加となりました。 
純資産は、時価下落によるその他有価証券評価差額金の減少があったものの、四半期純利益を計上し

たこと等により278,193百万円となり、前連結会計年度末と比べ940百万円（前期比0.3％増）の増加と
なりました。 
  

平成23年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、当第１四半期連結累計
期間の経営成績を踏まえ、現在見直し作業を行っており、数値がまとまり次第「業績予想の修正」とし
て開示致します。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

１．簡便な会計処理 
①棚卸資産の評価方法 

棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎とし
て合理的な方法により算出する方法によっております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却
価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。      
２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 
  

１．会計処理の原則・手続の変更 
①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号
平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 
この結果、従来の方法と比較して、営業利益、経常利益は48百万円それぞれ増加し、税金等調

整前四半期純利益は1,216百万円減少しております。 
②「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成
20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26
日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26
日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法
に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事業
分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用
しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 23,785 25,558

受取手形及び売掛金 39,825 40,942

分譲土地建物 55,465 55,763

その他 36,462 37,404

貸倒引当金 △984 △993

流動資産合計 154,554 158,675

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 489,351 472,301

土地 493,315 493,328

その他（純額） 135,262 133,474

有形固定資産合計 1,117,928 1,099,105

無形固定資産 20,303 20,503

投資その他の資産

投資有価証券 58,538 62,567

その他 58,499 59,470

貸倒引当金 △2,894 △2,842

投資その他の資産合計 114,143 119,196

固定資産合計 1,252,375 1,238,805

繰延資産 1,016 1,087

資産合計 1,407,946 1,398,568
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(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 28,691 31,346

短期借入金 91,620 58,938

1年内返済予定の長期借入金 74,188 74,518

1年内償還予定の社債 19,000 28,900

引当金 6,818 5,554

その他 116,297 125,568

流動負債合計 336,617 324,826

固定負債

社債 123,020 113,220

長期借入金 443,199 454,996

退職給付引当金 32,760 32,012

その他の引当金 1,362 1,399

その他 175,611 176,774

固定負債合計 775,954 778,403

特別法上の準備金

特定都市鉄道整備準備金 17,181 18,085

特別法上の準備金合計 17,181 18,085

負債合計 1,129,753 1,121,315

純資産の部

株主資本

資本金 66,166 66,166

資本剰余金 34,437 34,437

利益剰余金 51,272 48,430

自己株式 △3,224 △3,221

株主資本合計 148,651 145,812

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,174 6,457

土地再評価差額金 29,970 30,089

評価・換算差額等合計 34,145 36,546

少数株主持分 95,396 94,894

純資産合計 278,193 277,253

負債純資産合計 1,407,946 1,398,568
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

営業収益 145,126 141,793

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 105,718 101,374

販売費及び一般管理費 31,364 29,904

営業費合計 137,082 131,278

営業利益 8,043 10,514

営業外収益

受取配当金 384 572

保険配当金 610 565

補助金収入 578

その他 889 600

営業外収益合計 1,884 2,318

営業外費用

支払利息 3,673 3,299

その他 357 462

営業外費用合計 4,030 3,761

経常利益 5,897 9,070

特別利益

特定都市鉄道整備準備金取崩額 904 904

債務免除益 2,643 －

その他 1,581 274

特別利益合計 5,128 1,179

特別損失

固定資産除却損 288 357

固定資産圧縮損 327

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,265

その他 293 282

特別損失合計 909 1,905

税金等調整前四半期純利益 10,116 8,343

法人税、住民税及び事業税 1,830 4,999

法人税等調整額 1,295 △2,039

法人税等合計 3,125 2,959

少数株主損益調整前四半期純利益 － 5,383

少数株主利益 523 530

四半期純利益 6,467 4,853
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 10,116 8,343

減価償却費 12,903 12,994

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） △904 △904

受取利息及び受取配当金 △416 △611

支払利息 3,673 3,299

売上債権の増減額（△は増加） 1,776 1,117

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,513 △515

仕入債務の増減額（△は減少） 3,294 △2,654

その他 △9,835 176

小計 23,122 21,246

利息及び配当金の受取額 419 602

利息の支払額 △2,800 △2,401

法人税等の支払額 △1,552 △2,240

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,189 17,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,054 △84

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 101 182

有形及び無形固定資産の取得による支出 △25,737 △42,515

有形及び無形固定資産の売却による収入 83 114

工事負担金等受入による収入 1,525 1,870

その他 2,489 2,712

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,591 △37,719

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） 43,165 32,682

長期借入れによる収入 2,636 1,660

長期借入金の返済による支出 △17,165 △13,786

社債の発行による収入 － 9,800

社債の償還による支出 △29,150 △9,900

自己株式の純増減額（△は増加） △28 △3

配当金の支払額 △1,280 △1,344

少数株主からの払込みによる収入 7,000 －

その他 △445 △291

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,732 18,816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,330 △1,696

現金及び現金同等物の期首残高 24,882 25,271

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）

△313 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,900 23,575
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該当事項はありません。 
  

 
(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。 

  

全セグメントの営業収益の合計に占める日本の割合が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。 

  

海外売上高はないため記載しておりません。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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)

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

51,891 17,823 7,429 52,786 15,196 145,126 ― 145,126

(2) セグメント間 
  の内部営業収 
  益又は振替高

771 1,412 4,182 465 6,624 13,456 （13,456） ―

計 52,662 19,236 11,611 53,252 21,820 158,582 （13,456） 145,126

営業損益 5,917 △251 1,253 △38 1,327 8,208 （165） 8,043

【所在地別セグメント情報】

 前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

【海外売上高】

 前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)
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（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17
号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 
  
１．報告セグメントの概要 
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま
す。 
当社は、経営の多角化が進んでおり、交通産業、レジャー産業、住宅産業、流通産業等の分野におい

て、各事業に従事するグループ会社とともに、それぞれ事業活動を展開しております。 
したがって、当社は事業区分を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「運

輸事業」、「レジャー事業」、「不動産事業」、「流通事業」及び「その他事業」の５つを報告セグメ
ントとしております。 
「運輸事業」は、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」は、遊園地、

ホテル、飲食業、タワー業等を行っております。「不動産事業」は、土地及び建物の賃貸・分譲を行っ
ております。「流通事業」は、駅売店、百貨店業等を行っております 。また、「その他事業」は、建
設業、電気工事、生コン製造販売等を行っております。 

  
２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

 
（注）１ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 
  

【セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）

報告セグメント
調整額 
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２）

運輸事業
レジャー 
事業

不動産事業 流通事業 その他事業 計

営業収益

(1) 外部顧客への 
  営業収益

51,497 16,631 6,285 51,860 15,519 141,793 ― 141,793

(2) セグメント間 
  の内部営業収 
  益又は振替高

771 521 4,179 459 4,465 10,397 △10,397 ―

計 52,268 17,152 10,465 52,319 19,984 152,190 △10,397 141,793

セグメント利益 
又は損失（△）

7,390 △81 1,508 445 1,239 10,502 12 10,514

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

東武鉄道㈱（9001）　平成23年３月期　第１四半期決算短信

10



（四半期連結損益計算書関係） 
前第１四半期連結累計期間におきまして、営業外収益の「その他」に含めていた「補助金収入」

は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間では区分掲記することと
しております。 
なお、前第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「補助金収入」は358百万

円であります。 
  
前第１四半期連結累計期間におきまして区分掲記しておりました「固定資産圧縮損」は、特別損失

総額の100分の20を下回ったため、当第１四半期連結累計期間より特別損失の「その他」に含めてお
ります。 
なお、当第１四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「固定資産圧縮損」は８百万

円であります。 
  
当第１四半期連結累計期間より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成

20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、「少数株主損益調整前四半期純利
益」の科目で表示しております。 

（決算） 

 
※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. 補足情報
(1) 表示方法の変更

(2) 鉄道事業旅客収入及び旅客人員表（個別）

前第１四半期 当第１四半期

比較増減率自 平成21年４月１日 自 平成22年４月１日

至 平成21年６月30日 至 平成22年６月30日

旅

客

収

入

定期外 18,987百万円 19,094百万円 0.6％

定 期 16,938百万円 16,745百万円 △1.1％

合 計 35,925百万円 35,840百万円 △0.2％

旅

客

人

員

定期外 75,466千人 76,038千人 0.8％

定 期 150,044千人 149,618千人 △0.3％

合 計 225,510千人 225,656千人 0.1％
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