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(百万円未満切捨て)

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 73,798 1.9 5,387 16.1 3,883 31.1 1,275 △26.9
22年3月期第1四半期 72,409 △6.5 4,640 △44.9 2,961 △56.4 1,743 △51.7

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 2.31 ―
22年3月期第1四半期 3.16 ―

 (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 945,030 182,224 19.2 329.74
22年3月期 980,348 183,264 18.7 331.61

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 181,820百万円 22年3月期 182,850百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00

23年3月期 ―

23年3月期(予想) 3.00 ― 3.00 6.00

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) 149,500 1.2 11,800 8.9 8,300 14.2 2,600 △16.8 4.72
通期 306,000 0.1 20,900 2.0 13,600 1.6 7,000 △4.9 12.69



 

 
(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） 

 
  

    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。 

  

    業績予想については、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結果となる可能性があります。 

  業績予想に関する事項は、添付資料３ページ 「１.(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご参照くださ

い。 

4. その他（詳細は、添付資料４ページ「２．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

     (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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 551,521,094株 22年３月期 551,521,094株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 121,225株 22年３月期 112,802株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 551,402,331株 22年３月期１Ｑ 551,504,514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（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）のわが国経済は、企業収益

が改善しているものの、緩やかなデフレ状況が続き、失業率が高水準にあるなど、当社グループにとっ

て引き続き厳しい状況で推移しました。 

  このような状況のなか、当第１四半期連結累計期間の営業収益は737億９千８百万円（前年同期比

1.9％増)、営業利益は53億８千７百万円（前年同期比16.1％増)、経常利益は38億８千３百万円（前年

同期比31.1％増)となり、これに、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額等を計上した結果、四半

期純利益は12億７千５百万円（前年同期比26.9％減）となりました。 

  次に、セグメント別の業績についてご報告いたします。 

  なお、当第１四半期連結会計期間から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」および「セグメ

ント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」を適用しておりますが、事業区分等に変更がないた

め、前年同期比較を行っております。 

  

交通事業 

  鉄道事業では、昨年のインフルエンザ流行の反動等により定期外旅客が増加しましたが、景気低迷の

影響等で定期旅客が減少し、全体では前年並みの輸送人員となりました。 

  乗合・貸切自動車事業では、空港関連路線、中距離路線で収入が増加したことなどにより、増収とな

りました。 

  タクシー事業においては、景気低迷等の影響を強く受け、減収となりました。 

  以上の結果、交通事業の営業収益は289億２千２百万円（前年同期比0.5％増)となりましたが、固定

資産除却費の減少等により、営業利益は46億９千７百万円（前年同期比9.9％増）となりました。 

  

不動産事業 

  不動産販売業では、横須賀リサーチパークの土地売却等により、増収となりました。 

  不動産賃貸業では、引き続きオフィスビルの高稼働率を維持しました。 

  以上の結果、不動産事業の営業収益は63億２千万円（前年同期比31.2％増)、営業利益は７億６千３

百万円（前年同期比163.6％増）となりました。 

  

レジャー・サービス事業 

  ホテル業では、ホテルパシフィック東京は、本年９月末の閉館に向けた営業縮小の影響等により、減

収となりました。 

  レジャー施設業では、京急開発㈱は、ボートレース平和島で外向発売所が新規稼動したことなどによ

り、増収となりました。 

  以上の結果、レジャー・サービス事業の営業収益は106億３千５百万円（前年同期比1.4％減)、営業

損失は３億４百万円（前年同期は営業損失３億２千万円）となりました。 

  

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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流通事業 

  百貨店業では、依然として節約志向が続くなか、周辺の商業施設の開業にあわせた営業活動を展開し

たことなどにより、前年並みの売上となりました。 

  ストア業では、景気低迷の影響を受けたほか、もとまちユニオン元町店の建替え工事など、店舗再編

に伴う影響等により、減収となりました。 

  以上の結果、流通事業の営業収益は265億９千４百万円（前年同期比3.7％減)、営業損失は３千６百

万円（前年同期は営業損失１千９百万円）となりました。 

  

その他 

  京急建設㈱は、施工中の公共工事の進捗に伴い、増収となりました。 

  以上の結果、その他の営業収益は104億１千１百万円（前年同期比4.0％増)、営業利益は２億２千２

百万円（前年同期比39.4％減）となりました。 

  

 イ．財政状態の分析 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少などにより前期末比353億１千８百

万円減少しました。  

  負債については、社債の償還などにより前期末比342億７千８百万円減少しました。  

  また、純資産は、四半期純利益の増加はありましたが、剰余金の配当やその他有価証券評価差額金

の減少などにより前期末比10億４千万円減少しました。 

  

 ロ．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、税金等調整前四半期純利益や減価償却費などの資金収入か

ら、仕入債務の減少などの資金支出を差し引き、20億７千９百万円の資金収入（前年同期比38億２千

７百万円収入増）となりました。 

 （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、工事負担金等受入などによる資金の入金がありましたが、

鉄道事業等設備投資を中心とした資金の出金により59億５千１百万円の資金支出（前年同期比26億６

千２百万円支出増）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、社債の償還などにより307億３千８百万円の資金支出（前

年同期比295億２千６百万円支出増）となりました。 

  

  以上の結果、現金及び現金同等物の第１四半期連結会計期間末残高は、349億１百万円となりまし

た。 

  

  現時点における連結業績は概ね想定の範囲内で推移していることから、平成23年３月期の第２四半期

連結累計期間および通期の業績見通しについては、平成22年５月12日に開示した内容を変更しておりま

せん。 

  

(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。 

  

イ．たな卸資産の評価方法 

  当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度

末の実地たな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、たな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。 

ロ．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。 

ハ．法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

（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から「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）および「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、営業利益および経常利益が３百万円、税金等調整前四半期純利益が694百万円減少し

ております。 

  

（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）の適用に伴い、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」の科目を表示しております。 

  

２. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(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 34,998 69,608

受取手形及び売掛金 12,386 14,337

商品及び製品 2,794 2,642

分譲土地建物 89,551 89,812

仕掛品 4,364 3,903

原材料及び貯蔵品 631 595

繰延税金資産 2,647 2,714

その他 6,410 6,868

貸倒引当金 △54 △92

流動資産合計 153,730 190,389

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 278,609 278,949

機械装置及び運搬具（純額） 41,752 41,041

土地 145,107 143,317

建設仮勘定 234,673 235,082

その他（純額） 7,466 7,194

有形固定資産合計 707,609 705,585

無形固定資産

のれん 5,355 5,618

その他 5,397 5,395

無形固定資産合計 10,752 11,013

投資その他の資産

投資有価証券 36,500 37,544

長期貸付金 2,474 2,538

繰延税金資産 9,263 8,561

その他 25,090 25,280

貸倒引当金 △393 △565

投資その他の資産合計 72,936 73,359

固定資産合計 791,299 789,958

資産合計 945,030 980,348
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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 38,785 52,038

短期借入金 134,194 135,583

コマーシャル・ペーパー － 10,000

1年内償還予定の社債 202 30,202

未払法人税等 2,558 4,406

繰延税金負債 14 7

前受金 6,079 5,211

賞与引当金 1,643 1,186

役員賞与引当金 － 142

その他の引当金 76 416

その他 27,673 26,993

流動負債合計 211,227 266,188

固定負債

社債 90,691 70,768

長期借入金 272,442 279,914

繰延税金負債 1,065 1,056

退職給付引当金 6,951 6,750

役員退職慰労引当金 606 772

長期前受工事負担金 151,364 143,473

その他 28,457 28,159

固定負債合計 551,578 530,895

負債合計 762,805 797,084

純資産の部

株主資本

資本金 43,738 43,738

資本剰余金 44,158 44,157

利益剰余金 93,717 94,096

自己株式 △85 △79

株主資本合計 181,529 181,914

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 291 935

評価・換算差額等合計 291 935

少数株主持分 404 414

純資産合計 182,224 183,264

負債純資産合計 945,030 980,348
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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 72,409 73,798

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 58,634 59,637

販売費及び一般管理費 9,134 8,774

営業費合計 67,768 68,411

営業利益 4,640 5,387

営業外収益

受取利息 30 28

受取配当金 198 207

持分法による投資利益 25 104

その他 357 392

営業外収益合計 611 732

営業外費用

支払利息 2,081 1,990

その他 209 245

営業外費用合計 2,290 2,236

経常利益 2,961 3,883

特別利益

工事負担金等受入額 132 102

関係会社整理益 550 －

特別利益合計 682 102

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 691

投資有価証券評価損 － 212

固定資産圧縮損 132 102

固定資産除却損 377 －

特別損失合計 509 1,006

税金等調整前四半期純利益 3,134 2,979

法人税、住民税及び事業税 972 1,862

法人税等調整額 406 △169

法人税等合計 1,379 1,693

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,286

少数株主利益 11 10

四半期純利益 1,743 1,275
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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 3,134 2,979

減価償却費 7,384 7,361

有形固定資産除却損 519 174

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 △209

賞与引当金の増減額（△は減少） 443 457

未払賞与の増減額（△は減少） △1,670 △1,607

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △144 △142

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47 201

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △53 △165

その他の引当金の増減額（△は減少） △59 △340

受取利息及び受取配当金 △228 △235

支払利息 2,081 1,990

持分法による投資損益（△は益） △25 △104

関係会社整理益 △550 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 691

工事負担金等受入額 △132 △102

固定資産圧縮損 132 102

売上債権の増減額（△は増加） 460 1,494

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,993 △389

仕入債務の増減額（△は減少） △7,820 △8,135

未収消費税等の増減額（△は増加） － 1,123

未払消費税等の増減額（△は減少） △178 418

前受金の増減額（△は減少） 248 794

その他 652 894

小計 2,232 7,249

利息及び配当金の受取額 198 250

利息の支払額 △1,882 △1,955

法人税等の支払額 △2,296 △3,464

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,747 2,079
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（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)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 58 －

有価証券の売却及び償還による収入 － 9

投資有価証券の取得による支出 △502 △130

有形固定資産の取得による支出 △11,855 △14,395

有形固定資産の売却による収入 91 59

無形固定資産の取得による支出 △309 △292

長期貸付けによる支出 － △10

長期貸付金の回収による収入 84 74

工事負担金等受入による収入 9,044 8,549

その他 101 184

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,289 △5,951

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） △1,370 △2,000

長期借入れによる収入 － 2,000

長期借入金の返済による支出 △8,586 △8,861

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △15,000 △10,000

社債の発行による収入 19,879 19,881

社債の償還による支出 △76 △30,076

転換社債償還に伴う支払基金 5,630 －

配当金の支払額 △1,654 △1,654

少数株主への配当金の支払額 △21 △21

その他 △12 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,212 △30,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,249 △34,610

現金及び現金同等物の期首残高 42,470 69,511

現金及び現金同等物の四半期末残高 36,220 34,901
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 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） 

 該当事項はありません。 

  

【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） 

 
(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 

交通事業 ……………………… 鉄道、乗合・貸切自動車、タクシー等の営業を行っております。 

不動産事業 …………………… 土地・建物の販売、土地・建物の賃貸を行っております。 

レジャー・サービス事業 …… ホテル・旅館、レジャー施設、ゴルフ場、飲食店、水族館等の営業を行っ

ております。 

流通事業 ……………………… 百貨店業、ストア業を中心に商品の販売を行っております。 

その他事業 …………………… 建設・土木・電気設備の工事、輸送用機器の修理・改造、ビル管理業務等

の経営を行っております。 

  

【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） 

  本国以外の国、または地域に所在する連結子会社ならびに在外支店はありません。 

  

【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） 

  海外売上高がないため、記載しておりません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

交通事業 
(百万円)

不動産 
事業 

(百万円)

レジャー 
・サービス

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

 (1) 外部顧客に対
28,368 3,229 9,757 27,215 3,838 72,409 ― 72,409

     する営業収益

 (2) セグメント間

420 1,587 1,030 393 6,173 9,605 (9,605) ―   の内部営業収

   益又は振替高

計 28,788 4,817 10,787 27,608 10,012 82,014 (9,605) 72,409

 営業利益又は 
 営業損失（△）

4,273 289 △320 △19 366 4,589 51 4,640
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【セグメント情報】 

  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およ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、バスを中心に、主に沿線地域において様々な事業を展開しております。 

  したがって、当社グループは、事業内容を基礎とした事業の種類別セグメントから構成されてお

り、「交通事業」、「不動産事業」、「レジャー・サービス事業」、「流通事業」の４つを報告セグ

メントとしております。各報告セグメントにおける事業内容は、以下のとおりであります。 

 
  

  ２．報告セグメントごとの売上高および利益また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） 

 
(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、建設・土木・電気設備の工事、

輸送用機器の修理・改造、ビル管理業務等を含んでおります。 

２  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。 

３  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。 

  

(追加情報) 

  当第１四半期連結会計期間から「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）および「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。 

  

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） 

 該当事項はありません。 

  

        交通事業 ……………………… 鉄道、乗合・貸切自動車、タクシー等の営業を行っております。

       不動産事業 …………………… 土地・建物の販売、土地・建物の賃貸を行っております。

       レジャー・サービス事業 …… ホテル・旅館、レジャー施設、ゴルフ場、飲食店、水族館等の営

業を行っております。

       流通事業 ……………………… 百貨店業、ストア業を中心に商品の販売を行っております。

交通事業 
(百万円)

不動産 
事業 

(百万円)

レジャー 
・サービス 

事業 
(百万円)

流通事業 
(百万円)

その他 
(百万円) 
(注)１

計 
(百万円)

調整額 
(百万円) 
(注)２

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
(百万円) 
(注)３

 営 業 収 益

 (1) 外部顧客に対
28,434 4,719 9,617 26,097 4,929 73,798 ― 73,798

     する営業収益

 (2) セグメント間

487 1,601 1,018 496 5,482 9,086 (9,086) ―   の内部営業収

   益又は振替高

計 28,922 6,320 10,635 26,594 10,411 82,885 (9,086) 73,798

 セグメント利益又 
 は損失（△）

4,697 763 △304 △36 222 5,342 44 5,387

(6) 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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４. 補足情報

【第１四半期連結損益計算書（前年同期比較）】

前第１四半期 当第１四半期

増減 増減率連結累計期間 連結累計期間
(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)

百万円 百万円 百万円 ％

Ⅰ 営業収益 72,409 73,798 1,389 1.9

Ⅱ 営業費 67,768 68,411 643 0.9

１．運輸業等営業費及び売上原価 58,634 59,637 1,003 1.7

２．販売費及び一般管理費 9,134 8,774 △ 359 △   3.9

 営業利益 4,640 5,387 746 16.1

Ⅲ 営業外収益 611 732 121 19.8

１．受取利息 30 28  △   2 △   7.0

２. 受取配当金 198 207 9 4.7

３. 持分法による投資利益 25 104 78 304.3

４．その他 357 392 35 9.9

Ⅳ 営業外費用 2,290 2,236   △  54 △   2.4

１．支払利息 2,081 1,990 △  90 △   4.4

２．その他 209 245 36 17.5

 経常利益 2,961 3,883 921 31.1

Ⅴ 特別利益 682 102  △ 579 △  85.0

１. 工事負担金等受入額 132 102 △  29 △  22.6

２. 関係会社整理益 550 ― △ 550 △ 100.0

Ⅵ 特別損失 509 1,006 497 97.6

１. 資産除去債務会計基準の適用に伴
う影響額

― 691 691 ―

２. 投資有価証券評価損 ― 212 212 ―

３. 固定資産圧縮損 132 102 △  29 △  22.6

４. 固定資産除却損 377 ― △ 377 △ 100.0

 税金等調整前四半期純利益 3,134 2,979 △ 155 △   4.9

法人税、住民税及び事業税 972 1,862 890 91.6

法人税等調整額 406 △169 △ 576 ―

法人税等合計 1,379 1,693 314 22.8

少数株主損益調整前四半期純利益 ― 1,286 ― ―

少数株主利益 11 10 △   0 △   6.0

 四半期純利益 1,743 1,275 △ 468 △  26.9
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(注)  当第１四半期連結会計期間から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」および「セグメント情報等の開示

に関する会計基準の適用指針」を適用しておりますが、事業区分等に変更がないため、前年同期比較を行っており

ます。 

  

【セグメント情報（前年同期比較）】

前第１四半期 当第１四半期

増減 増減率連結累計期間 連結累計期間
(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)

百万円 百万円 百万円 ％

 交 通 事 業

営 業 収 益 28,788 28,922 134 0.5

営  業  利  益 4,273 4,697 424 9.9

 不 動 産 事 業

営 業 収 益 4,817 6,320 1,503 31.2

営  業  利  益 289 763 474 163.6

 レジャー・サービス事業

営 業 収 益 10,787 10,635 △   151 △  1.4

営  業  損  失 (△) △   320 △304 15 ―

 流 通 事 業

営 業 収 益 27,608 26,594 △ 1,014 △  3.7

 営  業  損  失 (△) △    19 △36 △    17 ―

 そ の 他

営 業 収 益 10,012 10,411 399 4.0

営  業  利  益 366 222 △   144 △ 39.4

計

営 業 収 益 82,014 82,885 871 1.1

営  業  利  益 4,589 5,342 752 16.4

 調 整 額

営 業 収 益 △ 9,605 △9,086 518 ―

営  業  利  益 51 44 △     6 △ 12.1

 四半期連結損益計算書計上額

営 業 収 益 72,409 73,798 1,389 1.9

営  業  利  益 4,640 5,387 746 16.1
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【鉄道運輸成績】

科      目

前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間 増減 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)

百万円 百万円 百万円 ％

 旅 客 運 輸 収 入

定      期 7,697 7,610 △  87 △ 1.1

定  期  外 11,017 11,080 62 0.6

計 18,714 18,690 △  24 △ 0.1

千人 千人 千人 ％

 輸 送 人 員

定      期 63,854 63,627 △ 227 △ 0.4

定  期  外 48,250 48,465 215 0.4

計 112,104 112,092 △  12 △ 0.0
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