
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 京成電鉄株式会社 上場取引所 東 

コード番号 9009 URL http://www.keisei.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 花田 力

問合せ先責任者 （役職名） 経理部連結・受託課長 （氏名） 小林 渉 TEL 03-3621-2285
四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日 配当支払開始予定日 平成22年12月2日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 119,818 0.2 10,918 △11.7 12,353 6.0 7,391 6.8
22年3月期第2四半期 119,556 4.8 12,372 △1.5 11,651 1.3 6,921 55.9

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2四半期 21.90 ―

22年3月期第2四半期 20.47 ―

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2四半期 713,278 176,768 24.1 509.76
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2四半期  172,066百万円 22年3月期  166,318百万円

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  
 

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 ― 2.50

23年3月期 
（予想）

― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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

通期 243,200 0.3 19,900 △10.4 21,700 △1.3 13,700 3.3 40.59
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(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 

（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きの対象外であり、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き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 
・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 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2Q 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2Q  7,276,005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2Q 337,548,778株 22年3月期2Q 338,164,913株
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当第２四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について
は、７月に開業し、円滑な運営と利便性・快適性の周知に努めました。 
 その結果、全事業営業収益は1,198億１千８百万円（前年同期比0.2％増）となりましたが、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、全事業営業利益は109億１千８百万円（前年同期比11.7％
減）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123億５千３百万円（前年同期比6.0％
増）となり、四半期純利益は73億９千１百万円(前年同期比6.8％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日に開業し、日暮里駅～空港第２ビル駅間を 短36分で結ぶ新
型スカイライナー及びアクセス特急の運行を開始いたしました。さらに、テレビＣＭをはじめとする各種
広報活動を行い、認知度向上を図るとともに、開業に合わせて駅係員・乗務員の制服を一新いたしまし
た。また、高砂駅金町線高架化工事を完了いたしました。 
 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、環七シャトルバスの増便や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、市川駅南口～羽田空港線、ユーカリが丘～東京駅線、成東・八街・千城台～東
京駅線の運行を開始いたしました。 
 以上の結果、営業収益は657億３百万円（前年同期比1.8％増）となりましたが、営業利益は86億５千２
百万円（前年同期比16.1％減）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
ープンしたほか、成田スカイアクセス開業記念セールを実施いたしました。 
 しかしながら、個人消費の低迷等により、営業収益は369億２千６百万円（前年同期比3.8％減）とな
り、営業利益は４億６千８百万円（前年同期比15.3％減）となりました。 
  
＜不動産業＞ 
 不動産販売業では、「サングランデ印西牧の原ドアシティ」等の中高層住宅や、成田市公津の杜等の戸
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、中高層住宅の販売増等により、営業収益は98億８千万円（前年同期比17.6％増）となり、
営業利益は16億８百万円（前年同期比3.8％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作品の上映を行い、ホテル業では、水戸京成ホテルにおいて、改装工事を実施するな
ど集客を図りました。 
 以上の結果、営業収益は61億３千１百万円（前年同期比6.0％増）となり、営業利益は前年同期と比べ
改善し１千９百万円となりました。 
  

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。 

 以上の結果、営業収益は77億１百万円（前年同期比3.7％減）となりましたが、営業利益は１億３千５

百万円（前年同期比7.6％増）となりました。 

  

資産合計は前期比253億１千７百万円(3.4％)減の7,132億７千８百万円となりました。これは、高砂駅
金町線高架化工事の完了等により「建物及び構築物」が40億６千７百万円増加、新型鉄道車両の導入等に
よりリース資産が98億１千万円増加しましたが、成田スカイアクセス関連工事の完了により「建設仮勘
定」が293億５千８百万円、工事立替金の精算等により「流動資産・その他」が77億１百万円減少したこ
とによるものです。 
 負債合計は前期比310億１千7百万円(5.5％)減の5,365億９百万円となりました。これは、リース債務が
111億５千９百万円増加しましたが、借入金等が112億１千８百万円、受託工事等にかかる「前受金」が
222億５千２百万円減少したことによるものです。 
 純資産合計は、前期比56億９千９百万円(3.3％)増の1,767億６千８百万円となりました。これは、四半
期純利益73億９千１百万円の計上等により「利益剰余金」が61億９千３百万円増加したことによるもので
す。 

  

当期の連結業績予想は、第２四半期までの業績などを踏まえ平成22年５月11日に公表しました業績予想
を変更しております。 
 国内の景気動向については依然として先行き不透明であり、個人消費や不動産市況の低迷等が見込ま
れ、厳しい事業環境は今後も続くものと考えております。このため、営業収益は、全てのセグメントで従
来の予想を引き下げて2,432億円(前回予想比2.2％減)を見込んでおります。 
 しかしながら、利益面においては、減収の影響はあるものの、費用の削減を見込むことから従来の予想
を引き上げ、営業利益は199億円（前回予想比5.3％増）、持分法による投資利益の増加、支払利息の減少
などにより、経常利益は217億円（前回予想比17.9％増）、当期純利益は137億円（前回予想比26.9％増）
を見込んでおります。 
  
※業績予想につきましては、発表日現在で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。 
  

 
  

 
  

  

(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

 通期の見通し

(単位：億円、単位未満切捨)

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

今回発表予想 2,432 199 217 137

前回発表予想 2,487 189 184 108

増減率(％) △2.2 5.3 17.9 26.9

セグメント別通期の見通し
(単位：億円、単位未満切捨)

営業収益 営業利益
今回発表 

予想
前回発表

予想 増減率(%) 今回発表
予想

前回発表 
予想 増減率(%)

運輸業 1,302 1,303 △ 0.1 149 142 4.9

流通業 742 765 △ 3.0 8 9 △11.1

不動産業 206 215 △ 4.2 30 30 0.0

レジャー・サービス業 123 127 △ 3.1 3 3 0.0

建設業 215 239 △ 10.0 6 7 △ 14.3

その他の事業 50 56 △ 10.7 2 2 0.0

計 2,638 2,705 △ 2.5 198 193 2.6

連結修正 △ 206 △ 218 ― 1 △ 4 ―

連結 2,432 2,487 △ 2.2 199 189 5.3
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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２四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」 
 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」  
 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27百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が514百万
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」 
 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日公表分)、「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3,608百万
円、無形固定資産の「その他」に209百万円、リース債務は流動負債の「その他」に585百万円、固定負
債の「その他」に3,438百万円含まれております。 
  
(四半期連結損益計算書関係) 
 前第２四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めていた「投資有価証券評価損」は
重要性が増したため、当第２四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２
四半期連結累計期間の特別損失「その他」に含まれる「投資有価証券評価損」は43百万円であります。
  
 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。 
  
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて

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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いた「投資有価証券評価損益」は重要性が増したため、当第２四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２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「そ
の他」に含まれる「投資有価証券評価損益」は43百万円であります。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 24,439 26,221

受取手形及び売掛金 12,979 14,046

分譲土地建物 21,196 23,532

商品 2,224 2,296

仕掛品 1,931 1,211

原材料及び貯蔵品 1,650 1,427

繰延税金資産 2,247 2,392

その他 7,450 15,151

貸倒引当金 △52 △69

流動資産合計 74,068 86,210

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 269,960 265,893

機械装置及び運搬具（純額） 20,391 22,497

土地 140,059 138,837

リース資産（純額） 33,673 23,948

建設仮勘定 30,061 59,419

その他（純額） 2,037 2,191

有形固定資産合計 496,183 512,787

無形固定資産

のれん 559 828

リース資産 2,518 2,433

その他 10,858 8,532

無形固定資産合計 13,937 11,795

投資その他の資産

投資有価証券 106,153 104,731

長期貸付金 749 801

繰延税金資産 17,075 16,809

その他 5,762 6,163

貸倒引当金 △908 △909

投資その他の資産合計 128,831 127,596

固定資産合計 638,953 652,179

繰延資産 256 206

資産合計 713,278 738,595
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 11,085 15,619

短期借入金 85,569 65,634

1年内償還予定の社債 100 15,100

リース債務 2,490 1,507

未払法人税等 3,127 4,312

前受金 26,145 48,398

賞与引当金 3,011 2,980

役員賞与引当金 32 118

その他 27,316 30,440

流動負債合計 158,880 184,112

固定負債

社債 91,100 76,150

長期借入金 143,191 172,159

鉄道・運輸機構長期未払金 73,574 75,834

リース債務 22,298 12,122

繰延税金負債 1,825 1,817

退職給付引当金 32,247 32,164

役員退職慰労引当金 515 567

負ののれん 1,519 1,748

その他 11,357 10,850

固定負債合計 377,629 383,414

負債合計 536,509 567,526

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 109,140 102,947

自己株式 △2,049 △2,046

株主資本合計 171,832 165,642

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 420 779

繰延ヘッジ損益 △187 △103

評価・換算差額等合計 233 675

少数株主持分 4,701 4,750

純資産合計 176,768 171,069

負債純資産合計 713,278 738,595
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

営業収益 119,556 119,818

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 88,675 90,507

販売費及び一般管理費 18,508 18,391

営業費合計 107,184 108,899

営業利益 12,372 10,918

営業外収益

受取利息 184 158

受取配当金 137 208

持分法による投資利益 2,654 3,896

雑収入 1,012 1,473

営業外収益合計 3,988 5,737

営業外費用

支払利息 3,941 3,714

雑支出 766 588

営業外費用合計 4,708 4,302

経常利益 11,651 12,353

特別利益

工事負担金等受入額 431 22,170

その他 13 206

特別利益合計 445 22,376

特別損失

固定資産除却損 253 102

固定資産圧縮損 510 22,085

投資有価証券評価損 － 675

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 486

減損損失 93 －

その他 104 9

特別損失合計 962 23,359

税金等調整前四半期純利益 11,134 11,370

法人税、住民税及び事業税 3,933 3,652

法人税等調整額 295 63

法人税等合計 4,228 3,715

少数株主損益調整前四半期純利益 － 7,654

少数株主利益又は少数株主損失（△） △15 263

四半期純利益 6,921 7,391
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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 11,134 11,370

減価償却費 10,165 10,898

減損損失 93 －

固定資産圧縮損 510 22,085

固定資産除却損 400 613

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 16 20

投資有価証券評価損益（△は益） － 675

退職給付会計基準変更時差異の処理額 467 －

のれん償却額 121 △56

退職給付引当金の増減額（△は減少） 782 83

受取利息及び受取配当金 △321 △367

支払利息 3,941 3,714

固定資産売却損益（△は益） 17 △7

持分法による投資損益（△は益） △2,654 △3,896

工事負担金等受入額 △431 △22,170

たな卸資産の増減額（△は増加） △192 1,463

その他 4,224 1,993

小計 28,277 26,908

利息及び配当金の受取額 1,140 1,565

利息の支払額 △3,780 △3,617

法人税等の支払額 △5,124 △4,656

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,512 20,200

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 △16,588 △13,797

固定資産の売却による収入 31 106

工事負担金等受入による収入 4,347 4,801

投資有価証券の取得による支出 △515 △17

投資有価証券の売却による収入 34 13

その他 △531 573

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,222 △8,320

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） △1,633 78

長期借入れによる収入 1,987 1,250

長期借入金の返済による支出 △21,261 △10,361

社債の発行による収入 19,890 14,929

社債の償還による支出 △50 △15,050

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 △2,137 △2,185

配当金の支払額 △1,025 △1,198

その他 △311 △1,179

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,541 △13,717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,748 △1,838

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 26,362 23,903
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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２四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年９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２四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２四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
64,135 38,106 5,636 4,831 5,347 1,499 119,556 ― 119,556

   営業収益

 (2) セグメント間の内部
401 293 2,764 952 2,652 731 7,796 (7,796) ―

   営業収益又は振替高

計 64,536 38,399 8,400 5,783 8,000 2,231 127,352 (7,796) 119,556

     営 業 利 益 又 は 

       営 業 損 失 (△)
10,315 552 1,550 △24 126 69 12,590 ( 217) 12,372
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(追加情報) 

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２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９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 65,282 36,498 7,277 4,560 4,864 1,334 119,818 ― 119,818

 (2) セグメント間の内部

   営業収益又は振替高 420 427 2,603 1,571 2,836 818 8,678 △8,678 ―

計 65,703 36,926 9,880 6,131 7,701 2,153 128,496 △8,678 119,818

セグメント利益 

又は損失(△)
8,652 468 1,608 19 135 △9 10,875 43 10,918

(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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(1)四半期連結損益計算書(前年同期比較) 

 
  

(2)セグメント別当四半期の概況(前年同期比較) 

4. 補足情報

(単位：百万円)
科  目 第２四半期累計 前年同期 増減額 増減率(％)

 営 業 収 益 119,818 119,556 261 0.2
 営   業   費

運輸業等営業費及び売上原価 90,507 88,675 1,832 2.1
販売費及び一般管理費 18,391 18,508 △ 117 △ 0.6

 営 業 利 益 10,918 12,372 △ 1,453 △ 11.7
 営 業 外 収 益 5,737 3,988 1,749 43.9

受取利息 158 184 △ 25 △ 13.7
受取配当金 208 137 71 52.2
持分法による投資利益 3,896 2,654 1,242 46.8
その他 1,473 1,012 460 45.5

 営 業 外 費 用 4,302 4,708 △ 406 △ 8.6
支払利息 3,714 3,941 △ 227 △ 5.8
その他 588 766 △ 178 △ 23.3

 営 業 外 損 益 1,434 △ 720 2,155 ―
 経 常 利 益 12,353 11,651 702 6.0
  特 別 利 益 22,376 445 21,931 ―
  特 別 損 失 23,359 962 22,397 ―

特 別 損 益 △ 983 △ 516 △ 466 ―
 税金等調整前四半期純利益 11,370 11,134 235 2.1

法人税、住民税及び事業税 3,652 3,933 △ 280 △ 7.1
法人税等調整額 63 295 △ 232 △ 78.6
法人税等合計 3,715 4,228 △ 512 △ 12.1

 少数株主損益調整前四半期純利益 7,654 ― ― ―
少数株主利益又は
少数株主損失(△) 263 △ 15 278 ―

 四半期純利益 7,391 6,921 469 6.8

(注) (第２四半期） (前年同期）
1.特別利益の主な内訳

         工事負担金等受入額 22,170百万円 431百万円
2.特別損失の主な内訳

         固定資産圧縮損 22,085百万円 510百万円
         減損損失 ―百万円 93百万円

(単位：百万円)

営業収益
営業利益又は 
営業損失(△)

第２四半期 
累計

対前年同期
増減額

増減率(%)
第２四半期

累計
対前年同期 
増減額

増減率(%)

運輸業 65,703 1,166 1.8 8,652 △ 1,662 △ 16.1

流通業 36,926 △ 1,473 △ 3.8 468 △ 84 △ 15.3

不動産業 9,880 1,479 17.6 1,608 58 3.8

レジャー・サービス業 6,131 348 6.0 19 44 ―

建設業 7,701 △ 299 △ 3.7 135 9 7.6

その他の事業 2,153 △ 77 △ 3.5 △ 9 △ 79 ―

計 128,496 1,144 0.9 10,875 △ 1,714 △ 13.6

連結修正 △ 8,678 △ 882 ― 43 260 ―

連結 119,818 261 0.2 10,918 △ 1,453 △ 11.7
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(3)通期連結業績予想(前期比較) 

 
  

 
  

 
(4)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。 

  

  
   ①通期の見通し

(単位：億円、単位未満切捨)

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

今回発表予想 2,432 199 217 137

前  期 2,425 222 219 132

増減率(％) 0.3 △ 10.4 △ 1.3 3.3

  ②セグメント別通期の見通し
(単位：億円、単位未満切捨)

営業収益 営業利益
今回発表 

予想 前 期 増減率(%) 今回発表
予想 前 期 増減率(%)

運輸業 1,302 1,283 1.4 149 181 △ 17.9

流通業 742 759 △ 2.3 8 9 △ 16.4

不動産業 206 183 12.4 30 17 69.8

レジャー・サービス業 123 119 3.2 3 0 311.0

建設業 215 245 △ 12.3 6 12 △ 51.9

その他の事業 50 55 △ 9.2 2 3 △ 36.3

計 2,638 2,645 △ 0.3 198 225 △ 12.0

連結修正 △ 206 △ 220 ― 1 △ 2 ―

連結 2,432 2,425 0.3 199 222 △ 10.4

区 分
当第２四半期累計期間 前第２四半期累計期間

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９月30日)  至 平成21年９月30日)

 輸 送 人 員 千人 千人 ％
定   期 78,155 77,034 1.5
定 期 外 54,079 53,644 0.8

計 132,234 130,678 1.2
 旅客運輸収入 百万円 百万円 ％ 

定   期 9,509 9,426 0.9
定 期 外 16,623 15,530 7.0

計 26,132 24,957 4.7
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