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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 59,814 △1.8 6,835 0.3 6,971 24.0 3,418 20.8

22年3月期第1四半期 60,932 5.7 6,815 △3.5 5,620 △9.8 2,829 19.8

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 10 .13 ―

22年3月期第1四半期 8 .36 ―

 (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 736,888 173,065 22.8 498 .75

22年3月期 738,595 171,069 22.5 492 .72

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 168,352百万円 22年3月期 166,318百万円

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 ― 3 .50 6 .00

23年3月期 ―

23年3月期(予想) 2 .50 ― 3 .00 5 .50

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) 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

k27241
京成ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ｶﾗｰ)

k27241
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(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連結財務諸表のレビュー手続は終了しており

ません。 
  

・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）3ページ「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

       (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更に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 344,822,371株 22年3月期 344,822,371株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 7,273,604株 22年3月期 7,270,901株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 337,550,263株 22年3月期1Ｑ 338,514,525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、企業収益の改善など一部に持ち直しの動きがみられ
たものの、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。 
 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、業績の向上に努めたほか、「ＢＭＫ（ベストマナー向上）推進運動」に
も引き続き取り組み、お客様サービスの向上を図ってまいりました。また、成田スカイアクセス開業に向
けて諸準備を行いました。 
 その結果、全事業営業収益は598億１千４百万円（前年同期比1.8％減）となりましたが、全事業営業利
益は68億３千５百万円（前年同期比0.3％増）となりました。経常利益は、持分法投資利益の増加等によ
り69億７千１百万円（前年同期比24.0％増）となり、四半期純利益は34億１千８百万円(前年同期比
20.8％増)となりました。 
 

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 
  
＜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、設置区間の拡大工事を行いました。 
 成田スカイアクセスについては、７月17日の開業に向けて、乗務員の養成、車両の新造及びダイヤの決
定を行ったほか、テレビＣＭをはじめとする各種広報活動を行い、認知度向上を図りました。また、高砂
駅金町線高架化工事について、高架化切替工事を推進いたしました。 
 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、各種イベントの実施や企画乗車券の発売等により、沿線への旅客誘致を図りました。 
 バス事業では、一般乗合バス路線において、千葉市で新規路線の運行を開始し、葛飾区等で季節需要に
対応した臨時バスの運行を行ったほか、深夜バスの運行を拡大いたしました。高速バス路線においては、
需要に合わせたダイヤ改正等を実施いたしました。 
 以上の結果、営業収益は323億８千９百万円（前年同期比0.3％増）となり、営業利益は55億２千４百万
円（前年同期比0.5％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、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、千葉市中央区に「リブレ京成ミナーレ本千葉店」を開店いたしました。 
 ショッピングセンター業では、「ユアエルム八千代台店」が新規出店テナントを加えてリニューアルオ
ープンいたしました。 
 しかしながら、個人消費の低迷等により、営業収益は186億６千７百万円（前年同期比5.6％減）とな
り、営業利益は３億６千１百万円（前年同期比24.8％減）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、成田市公津の杜の戸建住宅及び松
戸市秋山等の住宅用地を販売いたしました。 
 不動産賃貸業では、「リブレ京成ミナーレ本千葉店」の賃貸を開始したほか、今年度中の竣工に向け、
習志野市谷津において学生向け賃貸住宅の建設を推進いたしました。 
 以上の結果、住宅用地の販売増等により、営業収益は42億３千３百万円（前年同期比8.1％増）とな
り、営業利益は８億６千４百万円（前年同期比12.1％増）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、旅行業及びホテル業において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。 
 映画業では、３Ｄ作品の上映を行うなど集客を図りました。 
 以上の結果、営業収益は29億５千９百万円（前年同期比0.6％減）となりましたが、営業利益は前年同
期と比べ改善し８百万円となりました。 
  

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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＜建設業＞ 

 建設業では、分譲マンション及び商業施設の新築工事のほか、公共施設工事等を行いました。 

 しかしながら、営業収益は42億７千２百万円（前年同期比1.7％減）となり、営業利益は１億７百万円

（前年同期比5.3％減）となりました。 

  

  

資産合計は0.2％(17億７百万円)減の7,368億８千８百万円となりました。これは、「現金及び預金」が
55億８千７百万円増加した一方、「受取手形及び売掛金」が17億９千１百万円減少したこと、工事立替金
の精算等により「流動資産・その他」が59億１千９百万円減少したことが主たる要因です。 
 負債合計は0.7％(37億３百万円)減の5,638億２千２百万円となりました。これは、新型鉄道車両の導入
等によりリース債務が46億８百万円増加した一方、借入金が57億１千７百万円減少したこと、「流動負
債・その他」が設備投資未払金の支払等により24億５千１百万円減少したことが主たる要因です。 
 純資産合計は、1.2％(19億９千６百万円)増の1,730億６千５百万円となりました。これは、「利益剰余
金」が四半期純利益34億１千８百万円の計上等により22億１千９百万円増加したことが主たる要因です。

  

平成23年３月期の第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
期間の業績を踏まえ検討した結果、平成22年５月11日に発表しました数値と変更はありません。 

  

(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。 

  

① たな卸資産の評価方法 
 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定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。 
  
② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 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。 

  

① 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」 
 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号  平成20年３月
10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号  平成
20年３月10日)を適用しております。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。 

  

② 「資産除去債務に関する会計基準」  
 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、経常利益がそれぞれ13百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が500百万
円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は軽微であります。

  

③ 「企業結合に関する会計基準」 
 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。 

  

④ 表示方法の変更 
(四半期連結貸借対照表関係) 
 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、前連結会計年度末より区分掲記して
おります。 
 なお、前年同四半期連結会計期間末のリース資産は、有形固定資産の「その他(純額)」に1,456百万
円、無形固定資産の「その他」に190百万円、リース債務は流動負債の「その他」に345百万円、固定負
債の「その他」に1,400百万円含まれております。 
  
(四半期連結損益計算書関係) 
 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）に基づき、「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第５号 平成21年
３月24日）を適用し、「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 31,808 26,221

受取手形及び売掛金 12,254 14,046

分譲土地建物 22,909 23,532

商品 2,419 2,296

仕掛品 1,281 1,211

原材料及び貯蔵品 1,424 1,427

繰延税金資産 2,785 2,392

その他 9,231 15,151

貸倒引当金 △57 △69

流動資産合計 84,058 86,210

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 263,678 265,893

機械装置及び運搬具（純額） 21,331 22,497

土地 138,934 138,837

リース資産（純額） 28,264 23,948

建設仮勘定 59,353 59,419

その他（純額） 2,153 2,191

有形固定資産合計 513,714 512,787

無形固定資産

のれん 694 828

リース資産 2,403 2,433

その他 8,437 8,532

無形固定資産合計 11,535 11,795

投資その他の資産

投資有価証券 104,179 104,731

長期貸付金 792 801

繰延税金資産 17,116 16,809

その他 6,200 6,163

貸倒引当金 △905 △909

投資その他の資産合計 127,383 127,596

固定資産合計 652,633 652,179

繰延資産 196 206

資産合計 736,888 738,595
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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 16,502 15,619

短期借入金 65,081 65,634

1年内償還予定の社債 15,100 15,100

リース債務 1,921 1,507

未払法人税等 2,320 4,312

前受金 50,223 48,398

賞与引当金 1,649 2,980

役員賞与引当金 15 118

その他 27,989 30,440

流動負債合計 180,804 184,112

固定負債

社債 76,150 76,150

長期借入金 166,995 172,159

鉄道・運輸機構長期未払金 75,834 75,834

リース債務 16,316 12,122

繰延税金負債 1,839 1,817

退職給付引当金 32,183 32,164

役員退職慰労引当金 485 567

負ののれん 1,634 1,748

その他 11,579 10,850

固定負債合計 383,018 383,414

負債合計 563,822 567,526

純資産の部

株主資本

資本金 36,803 36,803

資本剰余金 27,938 27,938

利益剰余金 105,167 102,947

自己株式 △2,048 △2,046

株主資本合計 167,861 165,642

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 642 779

繰延ヘッジ損益 △151 △103

評価・換算差額等合計 490 675

少数株主持分 4,713 4,750

純資産合計 173,065 171,069

負債純資産合計 736,888 738,595
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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 60,932 59,814

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 44,625 43,934

販売費及び一般管理費 9,491 9,043

営業費合計 54,117 52,978

営業利益 6,815 6,835

営業外収益

受取利息 92 81

受取配当金 102 139

持分法による投資利益 516 1,585

雑収入 465 526

営業外収益合計 1,177 2,333

営業外費用

支払利息 1,965 1,884

雑支出 406 312

営業外費用合計 2,371 2,197

経常利益 5,620 6,971

特別利益

工事負担金等受入額 276 625

その他 8 93

特別利益合計 285 719

特別損失

固定資産圧縮損 358 559

投資有価証券評価損 － 746

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 486

その他 98 45

特別損失合計 456 1,838

税金等調整前四半期純利益 5,449 5,853

法人税、住民税及び事業税 2,871 2,956

法人税等調整額 △355 △650

法人税等合計 2,515 2,305

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,547

少数株主利益 104 129

四半期純利益 2,829 3,418
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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 5,449 5,853

減価償却費 5,001 5,288

減損損失 65 －

固定資産圧縮損 358 559

固定資産除却損 52 54

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 486

繰延資産償却額 7 9

投資有価証券評価損益（△は益） － 746

退職給付会計基準変更時差異の処理額 233 －

のれん償却額 60 11

退職給付引当金の増減額（△は減少） △375 19

受取利息及び受取配当金 △195 △220

支払利息 1,965 1,884

持分法による投資損益（△は益） △516 △1,585

工事負担金等受入額 △276 △625

たな卸資産の増減額（△は増加） △108 432

その他 7,038 8,890

小計 18,761 21,805

利息及び配当金の受取額 1,016 1,391

利息の支払額 △1,442 △1,522

法人税等の支払額 △5,068 △4,663

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,266 17,010

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 △12,347 △8,241

固定資産の売却による収入 10 62

工事負担金等受入による収入 4,094 4,469

投資有価証券の取得による支出 △507 △10

その他 △238 △196

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,987 △3,916

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） △749 △887

長期借入れによる収入 730 560

長期借入金の返済による支出 △5,681 △5,390

社債の発行による収入 19,890 －

配当金の支払額 △1,034 △1,198

その他 △170 △558

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,984 △7,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,263 5,619

現金及び現金同等物の期首残高 23,614 25,741

現金及び現金同等物の四半期末残高 40,877 31,361
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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】 
    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 
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。 

  

【所在地別セグメント情報】 
前第１四半期連結累計期間については、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。 
  
【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間については、海外売上高は僅少なため記載を省略しております。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(単位:百万円)

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

  営業収益

 (1) 外部顧客に対する
32,095 19,601 2,640 2,501 3,319 774 60,932 ― 60,932

   営業収益

 (2) セグメント間の内部
183 171 1,276 475 1,028 271 3,407 (3,407) ―

   営業収益又は振替高

計 32,279 19,772 3,917 2,977 4,347 1,045 64,339 (3,407) 60,932

     営 業 利 益 又 は 

       営 業 損 失 (△)
5,495 480 771 △6 114 49 6,904 ( 88) 6,815
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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す。 

 なお、当社は、鉄道事業を中心にグループを展開しており、報告セグメント及び主要な事業内容は次の

とおりであります。 

  

      (報告セグメント)     (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。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益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  セグメント利益又は損失の調整額は、主に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。 

  

(単位:百万円)

報告セグメント

計

調整額
四半期

連結損益

運輸業 流通業 不動産業
レジャー・

建設業
その他

(注)１

計算書

計上額
サービス業 の事業 (注)２

  営業収益

 (1) 外部顧客に対する

   営業収益 32,193 18,558 2,924 2,278 3,133 726 59,814 ― 59,814

 (2) セグメント間の内部

   営業収益又は振替高 196 108 1,309 681 1,139 377 3,812 △3,812 ―

計 32,389 18,667 4,233 2,959 4,272 1,103 63,626 △3,812 59,814

セグメント利益 

又は損失(△)
5,524 361 864 8 107 △5 6,861 △25 6,835

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

京成電鉄㈱(9009)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

 -10-



  

鉄道事業運輸成績(単体) 

 
(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。 

  

4. 補足情報

区 分
当第１四半期累計期間 前第１四半期累計期間

増減率(自 平成22年４月１日 (自 平成21年４月１日
 至 平成22年６月30日)  至 平成21年６月30日)

 輸 送 人 員 千人 千人 ％
定   期 39,822 39,504 0.8
定 期 外 26,901 26,689 0.8

計 66,723 66,193 0.8
 旅客運輸収入 百万円 百万円 ％ 

定   期 4,782 4,788 △0.1
定 期 外 7,693 7,614 1.0

計 12,475 12,402 0.6
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