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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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）

営業収益 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3四半期 414,432 △5.2 24,888 10.5 19,839 20.8 11,401 0.2
22年3月期第3四半期 437,099 △1.7 22,514 △6.6 16,421 △5.1 11,374 13.7

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3四半期 13.38 12.62
22年3月期第3四半期 13.34 12.71

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3四半期 1,403,385 281,617 13.3 218.53
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3四半期  186,173百万円 22年3月期  182,359百万円

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 ― 2.50 5.00
23年3月期 ― 2.50 ―

23年3月期 
（予想）

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

営業収益 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 573,000 △1.1 30,000 0.1 24,500 7.5 13,500 △3.5 15.84



(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
に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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）P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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3Q 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3Q  6,720,775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3Q 852,080,145株 22年3月期3Q 852,330,339株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢や個人消費に持ち直しの動きが見られるも
のの、海外景気の下振れ懸念が依然として残っているなど、景気は引き続き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、「東武グループ中期経営計画2010～2013」に基づ

き、将来にわたる持続的成長を目指し、 も重要な成長戦略と位置づける「東京スカイツリー®」を核と
した業平橋押上地区における大規模複合開発プロジェクトの着実な推進と、同プロジェクトに連動した沿
線拠点戦略の展開により、企業・沿線価値の向上を図るとともに、当社グループの事業活動の原点である
「安全・安心」を基本に、グループ全体の事業の効率性向上を追求し、財務体質の強化に努めてまいりま
した。 
以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は414,432百万円（前年同期比5.2％減）となりまし

たが、経費節減等により、営業利益は24,888百万円（前年同期比10.5％増）、経常利益は19,839百万円
（前年同期比20.8％増）となりました。また、前年同期と比べ特別利益が減少したこと等により、四半期
純利益は11,401百万円（前年同期比0.2％増）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 優先にさら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、本年度も12月25日から金・土曜日を中心に、全席指定席のスキー・スノーボード専用夜

行列車「スノーパル２３：５５」の運転を開始いたしました。この列車は、浅草駅を23時55分に出発、
途中、北千住・新越谷・春日部に停車し、野岩鉄道㈱の会津高原尾瀬口駅まで直通運転する私鉄で唯一
の夜行列車で、週末の高速道路の渋滞も気にすることなく、環境にもやさしい列車として本年度も運転
いたします。また、お客様への日頃の感謝の気持ちをこめて、12月５日には南栗橋車両管区にて「2010
東武ファンフェスタ」を開催し、車両撮影会、車両工場見学会、制服着用体験、ステージ上での各種イ
ベントショーなどを行いました。本年度もたいへんご好評いただき、昨年を1,000人以上上回る11,800
名の方々にご来場いただきました。その他、12月より新鹿沼駅、藤の牛島駅でそれぞれエレベーターの
使用を開始し、お客様の利便性向上を図りました。 
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、安全対策に終わりは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。今期は特に11月の日本ＡＰＥＣ
首脳会議開催に伴い、自主警戒体制のレベルを上げ、駅構内・列車内の巡回点検強化、車両基地内・技
術関係施設の巡回および点検の強化等を実施いたしました。また、６月に発行した「2010安全報告書」
のダイジェスト版を作成し、10月から駅で配布するなど、広報活動にも努めました。そのほかにも、踏
切のさらなる保安度向上を目指して、踏切に異常がある場合に、踏切に設置された「押ボタン」を操作
すると自動列車停止装置と連動する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。さらに、国土交通省令の改正に合わせて、運転士の異常
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」等の設置を全列車対象に進めております。加えて、大規模地震等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。 
バス業におきまして、東武バスセントラル㈱では、福島交通㈱と共同運行しております「新越谷駅西

口～西郷バスストップ～福島交通須賀川営業所～郡山駅線（あだたら号）」の高速バスについて、８月
より埼玉高速鉄道浦和美園駅に乗り入れを開始したほか、東武バスウエスト㈱では、「東京ディズニー
リゾート～小江戸・川越線」の高速バスについて、９月より大宮駅西口に乗り入れを開始するなど利便
性向上を図りました。 
運輸事業全体として、営業収益は157,115百万円（前年同期比0.3％増）となり、また営業利益は鉄道

業における信号業務の集約化等によるコスト削減が寄与したことにより18,189百万円（前年同期比
20.4％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、７月にリニューアルオープ

ンいたしました園内子供用プール「じゃぶじゃぶアドベンチャー」が、好評を得ました。また、キャラ
クターショーや雄ライオン２頭導入セレモニー等各種イベントを開催し、集客に努めました。東武ワー
ルドスクウェア㈱では、イベントの実施により集客に努めるとともに、昨年４月に完成いたしました新
展示物「東京スカイツリーと周辺複合開発」の効果により、多数のお客様にご来園いただきました。 
スポーツ業におきまして、㈱東武スポーツでは、リ・プレオン新越谷において「スカイツリー634ｍ

入会キャンペーン」を実施し、新規会員獲得に努めました。谷川岳ロープウエー㈱では、８月から「星
の鑑賞会」を実施し集客に努めました。 
ホテル業におきましては、「東武ホテルレバント東京」にて、建設中の「東京スカイツリー」の眺望

を目玉にした宿泊プラン等を設定したほか、墨田区総合体育館内に「スポーツバーオアシス634」を開
店し、また、各ホテルにおいて各種催事を開催し、増収に努めました。 
タワー業におきまして、東武タワースカイツリー㈱では、自立式電波塔として世界一の高さとなる

634ｍに向けて建設を進め、昨年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。本年１月
29日現在569ｍに達し、450ｍ付近の第二展望台の外観が現れてきており、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。 
レジャー事業全体として、事業再編に伴うセグメント変更等により、営業収益は52,519百万円（前年

同期比12.4％減）となりましたが、遊園地・観光業の増収効果等により、営業利益は1,071百万円（前
年同期比87.5％増）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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（不動産事業） 
不動産賃貸業におきまして、当社では、保有資産を有効活用し、安定的な収益確保および沿線価値向

上を図るため、朝霞南口店舗の新設および朝霞駅橋上店舗（エキア朝霞）のリニューアル、北千住駅構
内２階コンコース店舗（第１期）のリニューアルを実施したほか、優良テナントへの入替を行い一層の
充実を図るとともに、「安全・安心」の観点から、既存施設の耐震補強工事を実施いたしました。 
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）、「フォレスト

レジデンス」（ふじみ野市鶴ヶ岡）のマンション、また「ルティアス」（久喜市南栗橋）、「フラン
サ」（滑川町月の輪）、「春日部ザ・パークアソシエ」（春日部市大沼）の建売住宅、さらに鶴ヶ島市
藤金、久喜市南栗橋等において土地の販売をいたしました。なお、引き続き、「リライズガーデン西新
井」、「フォレストレジデンス」、「ブリリア有明スカイタワー」（江東区有明）のマンション、久喜
市南栗橋での建売住宅の販売を予定しております。 
業平橋押上地区街区開発業におきましては、当社では、「東京スカイツリー」の足元にふさわしい大

規模複合商業街区を、平成24年春の開業に向け建設を進めており、あわせて商業施設のテナント誘致を
はじめ、「タワーのある街」づくりを鋭意進めております。 
不動産事業全体として、マンション分譲が減少したこと等により、営業収益は32,181百万円（前年同

期比28.1％減）、営業利益は2,691百万円（前年同期比43.8％減）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、社員がツアーアテンダントとなってテー

マに沿った売場をご案内し、様々な商品を体験していただく無料のイベント「店内ミニツアー」を９月
から週一回開催に拡大したほか、船橋店において「千葉ロッテマリーンズ優勝セール」を実施し、多く
のお客様にご来店いただけるよう努めました。また、建設中の東京スカイツリーをデザインしたオリジ
ナル商品「東京スカイツリーメモリー缶」を企画し、東武百貨店各店および日光地区の東武グループ各
施設で販売し好評を得ました。 
そのほか、㈱東武カードビジネスでは、ＩＣカード乗車券ＰＡＳＭＯと東武カードが一体となった

「東武カードＰＡＳＭＯ」の入会キャンペーンを開催するなど、会員数の増加に努めました。 
流通事業全体として、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154,895百万円（前年同期比2.5％減）となりましたが、経費削減等に努めた結
果、営業利益は1,096百万円（前年同期は148百万円の営業損失）となりました。 
  
（その他事業） 
建設業におきまして、東武建設㈱では、日光市においてゴルフ場クラブハウスの建設工事を受注いた

しました。また東武谷内田建設㈱では、墨田区において小学校の耐震補強工事や、朝霞市浄水場脱水機
棟増築および改築工事を受注するなど積極的な営業活動に努めました。 
その他事業全体として、建設業における大規模工事の減少等により、営業収益は53,523百万円（前年

同期比7.9％減）、営業利益は2,053百万円（前年同期比17.4％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等があったものの、建物及び構築物が増加したこと等に

より1,403,385百万円となり、前連結会計年度末と比べ4,816百万円（前期比0.3％増）の増加となりまし
た。 
負債は、支払手形及び買掛金や設備投資関係等の未払金が減少したものの、主に借入金や社債が増加し

たこと等により1,121,768百万円となり前連結会計年度末と比べ453百万円（前期比0.0％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、四半期純利益の計上があ

ったこと等により281,617百万円となり前連結会計年度末と比べ4,363百万円（前期比1.6％増）の増加と
なりました。 

  

当社グループにおける通期連結業績の見通しにつきましては、今後も景気の先行きは不透明な状況にあ
り、引き続き厳しい状況で推移するとも予想されますが、当第３四半期連結累計期間の業績は概ね計画通
り推移しております。従って通期の連結業績予想につきましては、前回発表時（平成22年９月22日）の予
想を変更しておりません。 
※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
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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定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 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は94百万

円それぞれ増加し、税金等調整前四半期純利益は1,171百万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 

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 17,769 25,558

受取手形及び売掛金 40,732 40,942

分譲土地建物 54,380 55,763

その他 38,122 37,404

貸倒引当金 △813 △993

流動資産合計 150,191 158,675

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 479,923 472,301

土地 493,367 493,328

その他（純額） 149,260 133,474

有形固定資産合計 1,122,550 1,099,105

無形固定資産 19,447 20,503

投資その他の資産

投資有価証券 56,167 62,567

その他 57,000 59,470

貸倒引当金 △2,846 △2,842

投資その他の資産合計 110,321 119,196

固定資産合計 1,252,319 1,238,805

繰延資産 874 1,087

資産合計 1,403,385 1,398,568
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 29,580 31,346

短期借入金 84,716 58,938

1年内返済予定の長期借入金 71,301 74,518

1年内償還予定の社債 19,000 28,900

引当金 6,582 5,554

その他 121,755 125,568

流動負債合計 332,936 324,826

固定負債

社債 135,020 113,220

長期借入金 434,391 454,996

退職給付引当金 32,712 32,012

その他の引当金 1,369 1,399

その他 169,965 176,774

固定負債合計 773,459 778,403

特別法上の準備金

特定都市鉄道整備準備金 15,372 18,085

特別法上の準備金合計 15,372 18,085

負債合計 1,121,768 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 55,826 48,430

自己株式 △3,326 △3,221

株主資本合計 153,103 145,812

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,235 6,457

土地再評価差額金 29,834 30,089

評価・換算差額等合計 33,069 36,546

少数株主持分 95,444 94,894

純資産合計 281,617 277,253

負債純資産合計 1,403,385 1,398,568
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

営業収益 437,099 414,432

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 321,204 299,558

販売費及び一般管理費 93,380 89,984

営業費合計 414,585 389,543

営業利益 22,514 24,888

営業外収益

受取配当金 3,081 3,394

保険配当金 625 582

補助金収入 578

その他 1,915 1,640

営業外収益合計 5,622 6,196

営業外費用

支払利息 10,558 9,670

その他 1,156 1,575

営業外費用合計 11,714 11,245

経常利益 16,421 19,839

特別利益

特定都市鉄道整備準備金取崩額 2,712 2,712

債務免除益 2,643 －

その他 2,095 1,763

特別利益合計 7,451 4,476

特別損失

固定資産除却損 1,119 1,327

固定資産圧縮損 395

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,265

その他 2,011 2,029

特別損失合計 3,526 4,622

税金等調整前四半期純利益 20,347 19,693

法人税、住民税及び事業税 3,534 9,822

法人税等調整額 4,024 △2,892

法人税等合計 7,558 6,929

少数株主損益調整前四半期純利益 － 12,764

少数株主利益 1,414 1,362

四半期純利益 11,374 11,401
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31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 20,347 19,693

減価償却費 39,737 39,789

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） △2,712 △2,712

受取利息及び受取配当金 △3,197 △3,496

支払利息 10,558 9,670

売上債権の増減額（△は増加） △8,678 141

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,610 △1,884

仕入債務の増減額（△は減少） 15,401 △1,600

その他 △8,913 5,494

小計 60,932 65,096

利息及び配当金の受取額 3,189 3,494

利息の支払額 △9,939 △8,768

法人税等の支払額 △2,628 △4,100

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,553 55,722

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 △6,144 △361

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 315 195

有形及び無形固定資産の取得による支出 △50,582 △72,068

有形及び無形固定資産の売却による収入 474 278

工事負担金等受入による収入 2,051 3,030

その他 4,108 3,878

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,777 △65,046

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） 49,532 25,778

長期借入れによる収入 24,939 24,465

長期借入金の返済による支出 △76,527 △48,286

社債の発行による収入 29,700 21,800

社債の償還による支出 △29,250 △9,900

自己株式の純増減額（△は増加） △121 △105

配当金の支払額 △4,044 △4,051

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 △4,102 △3,773

少数株主からの払込みによる収入 7,000 －

その他 △1,732 △4,604

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,607 1,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,830 △8,001

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 21,738 17,270
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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。 
  

（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。 

  

(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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

154,370 55,570 32,206 157,106 37,845 437,099 ― 437,099

(2) セグメント間 
  の内部営業収 
  益又は振替高

2,322 4,398 12,544 1,708 20,260 41,234 （41,234） ―

計 156,693 59,968 44,750 158,815 58,105 478,333 （41,234） 437,099

営業損益 15,102 571 4,785 △148 2,485 22,797 （283） 22,514

【所在地別セグメント情報】

 前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

【海外売上高】

 前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

【セグメント情報】
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２．報告セグメントごとの営業収益及びセグメント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。 
  

（四半期連結損益計算書関係） 
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」
の科目を表示しております。 
前第３四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、重要性が増したため、当第３四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３四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３四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特別損失の「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３四半期連結累計期間では特別損失の「その
他」に含めております。 
なお、当第３四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228百

万円であります。 
  

（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。 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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

154,796 50,881 19,829 153,395 35,529 414,432 ― 414,432

(2) セグメント間 
  の内部営業収 
  益又は振替高

2,319 1,638 12,351 1,499 17,994 35,803 △35,803 ―

計 157,115 52,519 32,181 154,895 53,523 450,235 △35,803 414,432

セグメント利益 
又は損失（△）

18,189 1,071 2,691 1,096 2,053 25,102 △214 24,888

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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３四半期 当第３四半期

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12月31日 至 平成22年12月31日

旅

客

収

入

定期外 57,123百万円 57,302百万円 0.3％

定 期 49,190百万円 49,012百万円 △0.4％

合 計 106,313百万円 106,314百万円 0.0％

旅

客

人

員

定期外 226,112千人 227,574千人 0.6％

定 期 431,112千人 433,054千人 0.5％

合 計 657,224千人 660,628千人 0.5％
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