
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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  60,047  △2.2  4,101  65.6  2,824  118.2  2,617 ― 

22年３月期第１四半期  61,374  △10.7  2,477  △52.1  1,294  △67.2  66  △97.4

  
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  6  13 ― 

22年３月期第１四半期  0  16 ― 

  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  559,099  48,879  8.7  113  56

22年３月期  555,696  47,739  8.5  110  86

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 48,481百万円 22年３月期 47,330百万円

  
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

  （％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）  131,440  3.0  6,930  19.4  3,970  25.2  2,910  308.2  6  82

通期  264,510  △2.0  15,130  12.0  9,250  16.5  5,770  △17.8  13  51

RENKETU
新規スタンプ



４．その他（詳細は、［添付資料］４ページ「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 （社名        ― ）、除外     ― 社  （社名       ― ） 

（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。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  

 平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年４月28日公表の業績予想と変更はありません。 

 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際は今後さまざまな

要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ「１．当四半期の連結業績

等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」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 427,477,495株 22年３月期 427,477,495株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 545,662株 22年３月期 527,681株

③  期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 426,939,994株 22年３月期１Ｑ 423,157,769株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  4

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  4

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  4

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  4

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  5

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

（６）その他注記情報 ……………………………………………………………………………………………………  10

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  11

（１）セグメント別概況 …………………………………………………………………………………………………  11

（２）鉄道旅客輸送人員及び収入内訳 …………………………………………………………………………………  12

相鉄ホールディングス㈱　(9003)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

－1－



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の増加を背景に景気回復への期待が高まる一方で

欧州の財政問題に端を発した混乱の影響もあり、株安や円高の傾向が強まりました。また、雇用情勢や所得環境は

引き続き厳しい状況にあり、個人消費については政府による各種対策の効果もあって一部で持ち直しの動きが見ら

れたものの全般的には伸び悩むなど、依然として景気全般において先行きが不透明な状況の中で推移いたしまし

た。 

 このような状況下におきまして、当社グループにおける当第１四半期連結累計期間の営業収益は600億４千７百

万円（前年同期比2.2％減）、営業利益は41億１百万円（前年同期比65.6％増）、経常利益は28億２千４百万円

（前年同期比118.2％増）、四半期純利益は26億１千７百万円（前年同期は６千６百万円の四半期純利益）を計上

するにいたりました。 

  

 相鉄グループでは、激変する経営環境に迅速に対応する強靭な連結経営体制の構築を進めておりますが、当社は

本年５月27日開催の取締役会の決議により、当社が自動車事業に関して有する一切の権利義務を、本年10月１日を

期して当社の100％出資子会社である相鉄バス㈱に承継させる旨の吸収分割契約を締結し、本年５月31日開催の相

鉄バス㈱の臨時株主総会において承認されました。今後は、必要とされる所轄官公庁の許認可が得られることを条

件に自動車事業の分社化を実施し、当社は純粋持株会社へと移行いたします。  

  

 各セグメント別の状況は以下のとおりであります。  

  

ａ．運輸業 

 鉄道事業及び自動車事業を中心としております。 

 鉄道事業では、駅及び車両のバリアフリー化、改良工事等を計画的に実施し、お客様に安全・快適にご利用いた

だけますよう施設・車両の整備に努めており、６月には、バリアフリー化・いずみ野駅改良工事が竣工したほか、

三ツ境駅改良工事に伴い下りホームにお客様用トイレ及び音声案内装置を新設し供用を開始いたしました。 

 また、相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差工事につきましても鋭意推進しております。  

 東日本旅客鉄道㈱との相互直通運転につきましては、現在、本格着工に向けた用地取得および西谷駅構内の準備

工事等を実施しており、東京急行電鉄㈱との相互直通運転につきましても早期着工に向けた各種取組みを進めてお

ります。 

 そのほか、４月４日から５月５日まで「いずみ中央駅開業20周年記念乗車券＆記念入場券セット」を発売いたし

ました。 

 自動車事業では、アイドリングストップ機能のついた低床のワンステップバス１両を導入いたしました。  

 運輸業全体における当第１四半期連結累計期間の営業収益は103億８百万円（前年同期比0.2％減）、営業利益は

21億５千５百万円（前年同期比21.6％増）となりました。 

  

ｂ．建設業 

 相鉄建設㈱を中心としており、引続き事業環境が厳しい中、各社共に営業力の強化、技術力の強化等に努めまし

た。 

 建設業全体における当第１四半期連結累計期間の営業収益は、主に相鉄建設㈱における完成工事高の減少により

34億５千万円（前年同期比48.3％減）となり、１億２千３百万円の営業損失（前年同期は４千２百万円の営業損

失）となりました。 

  

ｃ．流通業 

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

売業・商事業を中心としております。 

 相鉄ローゼン㈱では、「南まきが原店」（横浜市旭区）など合計３店舗で改装を実施すると共に、「いずみ野

店」（横浜市泉区）をはじめ６店舗において利便性の向上を目的に営業時間を延長いたしました。また、大変厳し

い経済環境の中、すべての経費を対象にコスト削減活動に取り組んでおります。  

 相鉄流通サービス㈱及び㈱イストでは、川崎駅前に展開しているＣＤ・ＤＶＤ等レンタルショップを近隣の商業

施設「川崎ＤＩＣＥ（ダイス）」へ移転し、店舗運営の効率化及び利便性の向上を図りました。 

 相鉄興産㈱他の各社におきましても、競争が激化する等厳しい事業環境の中、業績向上に向けて積極的な営業活

動を展開いたしました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 流通業全体における当第１四半期連結累計期間の営業収益は、主に相鉄興産㈱や相鉄ローゼン㈱における減収に

より277億９千９百万円（前年同期比10.0％減）となり、８千３百万円の営業損失（前年同期は１億７千１百万円

の営業損失）となりました。 

  

ｄ．不動産業 

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

の不動産賃貸業を中心としております。 

 相鉄不動産㈱及び相鉄不動産販売㈱の分譲業では、集合住宅及び戸建住宅を合計136戸分譲いたしました。 

 ㈱相鉄アーバンクリエイツ及び㈱相鉄ビルマネジメントの賃貸業では、事業基盤の強化・拡充等を進めておりま

すが、５月には、横浜市鶴見区尻手におきまして「相鉄鶴見尻手ビル」が、６月には、相鉄線瀬谷駅（横浜市瀬谷

区）前におきまして「相鉄瀬谷駅北口新ビル」が竣工いたしました。 

 不動産業全体における当第１四半期連結累計期間の営業収益は、主に分譲業における引渡戸数の増加により147

億２百万円（前年同期比36.1％増）、営業利益は21億９千４百万円（前年同期比103.3％増）となりました。 

  

ｅ．その他 

 相鉄企業㈱のビルメンテナンス業、相鉄ホテル㈱のホテル業、㈱相鉄エージェンシーの広告代理業等を含めてお

ります。 

 「横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ」を運営している相鉄ホテル㈱では、様々な販売施策を推進すると共に

コスト管理の徹底を図り収益の確保に努めました。また、メイン・レストランである「コンパス」の改装を実施

し、７月９日にリニューアルオープンいたしました。 

 相鉄企業㈱、㈱相鉄エージェンシー他の各社におきましても、業績向上に向けて積極的な営業活動を展開してお

りますが、相鉄イン㈱では、４月１日に当社グループのビジネスホテル３号店となる「相鉄フレッサイン横浜戸

塚」（横浜市戸塚区）をオープンいたしました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産の状況） 

総資産は、固定資産の取得等により34億２百万円増加し、5,590億９千９百万円となりました。 

負債は、借入金の増加等により22億６千２百万円増加し、5,102億１千９百万円となりました。なお、有利子負

債の残高は、借入金・社債合わせまして3,550億８千６百万円となり、15億４千５百万円増加いたしました。  

純資産は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等により、11億４千万円増加し、488億７千９百万円と

なりました。なお、自己資本比率は8.7％、１株当たり純資産は113円56銭となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期は概ね当初の計画に沿った業績で推移しており、前回(平成22年４月28日)公表の第２四半期連結累

計期間及び通期連結業績予想は修正しておりません。  
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方

法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．会計処理基準に関する事項の変更  

「資産除去債務に関する会計基準」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。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ22百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は432百万円

減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。  

  

２．表示方法の変更  

「四半期連結損益計算書関係」 

 「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、当第１四半期連結累計期間では、「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。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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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 14,391 8,810

受取手形及び売掛金 14,056 17,547

たな卸資産 54,083 54,892

繰延税金資産 4,217 4,463

その他 11,699 11,307

貸倒引当金 △738 △776

流動資産合計 97,710 96,243

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 190,054 186,674

機械装置及び運搬具（純額） 16,544 17,235

土地 180,658 180,173

建設仮勘定 8,434 9,635

その他（純額） 5,346 5,436

有形固定資産合計 401,039 399,154

無形固定資産   

のれん 3,657 3,738

借地権 1,746 1,746

その他 5,991 6,333

無形固定資産合計 11,395 11,818

投資その他の資産   

投資有価証券 8,546 9,204

長期貸付金 84 85

繰延税金資産 16,298 15,038

その他 25,252 25,441

貸倒引当金 △1,227 △1,290

投資その他の資産合計 48,954 48,479

固定資産合計 461,389 459,452

資産合計 559,099 555,696
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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 13,170 16,972

短期借入金 95,693 67,119

1年以内償還社債 3,523 13,523

リース債務 481 480

未払法人税等 1,754 2,897

賞与引当金 1,369 2,658

店舗閉鎖損失引当金 72 165

その他の引当金 528 629

資産除去債務 250 －

その他 44,459 39,421

流動負債合計 161,302 143,868

固定負債   

社債 99,100 99,345

長期借入金 156,770 173,553

リース債務 1,306 1,314

繰延税金負債 1,256 1,353

再評価に係る繰延税金負債 32,405 32,425

退職給付引当金 23,479 23,291

長期預り敷金保証金 32,205 31,796

負ののれん 20 40

資産除去債務 1,467 －

その他 905 967

固定負債合計 348,916 364,088

負債合計 510,219 507,957

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,162 31,162

資本剰余金 22,284 22,284

利益剰余金 816 △730

自己株式 △215 △208

株主資本合計 54,048 52,508

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,007 2,419

土地再評価差額金 △7,573 △7,597

評価・換算差額等合計 △5,566 △5,177

少数株主持分 398 409

純資産合計 48,879 47,739

負債純資産合計 559,099 555,696
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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 61,374 60,047

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 47,370 44,842

販売費及び一般管理費 11,527 11,103

営業費合計 58,897 55,946

営業利益 2,477 4,101

営業外収益   

受取利息 30 27

受取配当金 88 115

負ののれん償却額 20 20

デリバティブ評価益 163 －

雑収入 126 170

営業外収益合計 428 333

営業外費用   

支払利息 1,569 1,539

雑支出 42 71

営業外費用合計 1,611 1,610

経常利益 1,294 2,824

特別利益   

固定資産売却益 12 5

投資有価証券売却益 － 1,010

工事負担金等受入額 0 －

補助金 11 5

貸倒引当金戻入額 210 52

店舗閉鎖損失引当金戻入額 77 －

移転補償金 － 462

その他 4 79

特別利益合計 317 1,615

特別損失   

前期損益修正損 186 －

固定資産売却損 41 0

固定資産除却損 21 216

固定資産圧縮損 9 57

投資有価証券評価損 － 0

バスカード精算額 － 250

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 409

その他 36 1

特別損失合計 294 936

税金等調整前四半期純利益 1,316 3,503

法人税、住民税及び事業税 1,247 1,720

法人税等調整額 △0 △828

法人税等合計 1,246 892

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,611

少数株主利益 3 △5

四半期純利益 66 2,617
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該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

（注）１．事業区分の方法 

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

ります。 

２．各事業区分の主要な事業内容 

運輸業………………………鉄道・バスの営業を行っております。  

建設業………………………土木建設工事の設計施工請負等を行っております。 

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

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

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

（会計処理の変更） 

「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」に記載のとおり、当第１四半期

連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準適用指針第15号 平成19年12月27日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しておりま

す。 

これにより、建設業の営業収益が1,048百万円増加し、営業損失が52百万円減少しております。 

  

〔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） 

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

  

〔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） 

 海外営業収益がないため記載しておりません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
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） 

 
運輸業 
(百万円) 

建設業 
(百万円) 

流通業 
(百万円) 

不動産業 
(百万円) 

レジャー・
サービス業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

営業収益                 

(1) 外部顧客に対 

する営業収益 
 9,914  4,405  30,080  10,045  6,929  61,374     ―  61,374

(2) セグメント間の

内部営業収益又

は振替高 

 410  2,265  809  753  2,120  6,359 (6,359)     ― 

計  10,324  6,670  30,890  10,799    9,049  67,734 (6,359)  61,374

営業利益又は 

営業損失(△)  
 1,772  △42  △171  1,079  △106    2,531  △54    2,477
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

 当社グループは鉄道事業を中心に事業活動を展開しており、「運輸業」、「建設業」、「流通業」、「不動産

業」を報告セグメントとしております。 

 「運輸業」は鉄道事業及び自動車事業を中心に行っております。「建設業」は土木建築工事の設計・施工請負

を中心に行っております。「流通業」はスーパーマーケット業、砂利類販売業を中心に行っております。「不動

産業」は不動産分譲業及び不動産賃貸業を中心に行っております。 

  

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  

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） 

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビルメンテナンス業、ホテル業及び

広告代理業等の事業を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。  

３．セグメント利益は、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。  

  

（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。 

  

該当事項はありません。  

  

  運輸業 建設業 流通業 不動産業 
その他 

(注1) 
合計 

調整額 
（注2） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注3）

営業収益                 

(1) 外部顧客への営

業収益 
 9,948  2,374  27,542  13,978  6,203  60,047     ―  60,047

(2) セグメント間の

内部営業収益又

は振替高 

 360  1,075  256  724  2,092  4,510 (4,510)     ― 

計  10,308  3,450  27,799  14,702    8,296  64,557 (4,510)  60,047

セグメント利益   2,155  △123  △83  2,194  △157    3,985  116    4,101

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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重要な後発事象に関する注記 

当社は、無担保普通社債を下記の条件で発行いたしました。概要は以下のとおりであります。  

  

   

（６）その他注記情報

社債の種類 第20回無担保社債（相模鉄道株式会社保証付） 

① 発行年月日 平成22年７月28日 

② 発行総額 100億円 

③ 発行価格 額面100円につき100円 

④ 利率 年0.83％ 

⑤ 償還方法 満期一括償還 

⑥ 償還期限 平成27年７月28日 

⑦ 資金使途 社債償還及び借入金返済資金に充当する予定です。 

社債の種類   第21回無担保社債（相模鉄道株式会社保証付） 

① 発行年月日 平成22年７月28日 

② 発行総額 100億円 

③ 発行価格 額面100円につき100円 

④ 利率 年1.11％ 

⑤ 償還方法 満期一括償還 

⑥ 償還期限 平成29年７月28日 

⑦ 資金使途 社債償還及び借入金返済資金に充当する予定です。 
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（１）セグメント別概況  

  

  

４．補足情報

（第１四半期連結業績）         

  前第１四半期連結累計期間 当第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) 

(自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日) 
増減額 率 

  百万円 百万円 百万円 ％

営 業 収 益        

運輸業 10,324 10,308  △15 △0.2

建設業 6,670 3,450  △3,219 △ 48.3

流通業 30,890 27,799  △3,091 △ 10.0

不動産業 10,799 14,702  3,903 36.1

その他 9,049 8,296  △753 △ 8.3

消 去 △6,359 △4,510  1,849     ―

合計 61,374 60,047  △1,327 △2.2

         

営 業 利 益        

運輸業 1,772 2,155  382 21.6

建設業 △42 △123  △81     ―

流通業 △171 △83  88 ―

不動産業 1,079 2,194  1,115 103.3

その他 △106 △157  △51 ―

消 去 △54 116  170 ―

合計 2,477 4,101  1,623 65.6

（通期連結業績予想）         

  前連結会計年度 当連結会計年度(予想)     

  
(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日) 

(自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日) 
増減額 率 

  百万円 百万円 百万円 ％

営 業 収 益        

運輸業 40,511 40,070  △441 △1.1

建設業 26,726 21,510  △5,216 △19.5

流通業 120,555 116,960  △3,595 △3.0

不動産業 69,415 67,680  △1,735 △2.5

その他 38,467 39,240  772 2.0

消 去 △25,835 △20,950  4,885 ―

合計 269,841 264,510  △5,331 △2.0

         

営 業 利 益        

運輸業 5,187 5,210  22 0.4

建設業 △79 40  119     ―

流通業 △122 △60  62 ―

不動産業 8,105 9,020  914 11.3

その他 466 570  103 22.2

消 去 △51 350  401     ―

合計 13,505 15,130  1,624 12.0
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（２）鉄道旅客輸送人員及び収入内訳 

  

  

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) 

増減率 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日

  至 平成22年３月31日)

 輸 送 人 員 千人 千人 ％ 千人

定  期  外 20,610   20,485   △0.6   82,237  

定     期 38,351   38,461   0.3   145,919  

計 58,962   58,947   △0.0   228,156  

 旅 客 収 入 百万円 百万円 ％ 百万円

定  期  外 4,026   3,994   △0.8   16,031  

定     期 3,971   3,963   △0.2   15,335  

計 7,997   7,958   △0.5   31,366  
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