
平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成23年4月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 相鉄ホールディングス株式会社 上場取引所 東 
コード番号 9003 URL http://www.sotetsu.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 鳥居 眞
問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員経営戦略室部長 （氏名） 小林 啓多郎 TEL 045-319-2043
定時株主総会開催予定日 平成23年6月29日 配当支払開始予定日 平成23年6月30日
有価証券報告書提出予定日 平成23年6月29日
決算補足説明資料作成の有無 ： 有
決算説明会開催の有無 ： 無

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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 262,872 △2.6 15,757 16.7 10,576 33.2 6,848 △2.5
22年3月期 269,841 △1.0 13,505 △14.2 7,939 △21.2 7,022 19.8

（注）包括利益 23年3月期 5,855百万円 （△12.2％） 22年3月期 6,668百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 15.04 ― 12.0 1.9 6.0
22年3月期 16.49 ― 16.7 1.5 5.0

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 545,538 66,723 12.2 135.36
22年3月期 555,696 47,739 8.5 110.86

（参考） 自己資本   23年3月期  66,348百万円 22年3月期  47,330百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 37,351 △13,667 △19,263 12,950
22年3月期 26,534 △40,805 8,817 8,530

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 2,135 30.3 5.0
23年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 2,292 33.2 4.1
24年3月期(予想) ― 2.50 ― 2.50 5.00 35.1

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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) 129,920 3.6 6,700 △12.9 4,040 △18.7 2,530 △36.1 5.16
通期 276,470 5.2 16,210 2.9 11,340 7.2 6,980 1.9 14.24
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有  

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 相鉄ローゼン株式会社

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 490,727,495 株 22年3月期 427,477,495 株
② 期末自己株式数 23年3月期 563,319 株 22年3月期 527,681 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 455,485,429 株 22年3月期 425,848,330 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 15,433 △39.2 6,274 136.9 4,553 ― 7,544 ―
22年3月期 25,372 △45.8 2,648 △74.6 △297 ― △14 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

23年3月期 16.56 ―
22年3月期 △0.03 ―

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 424,107 93,762 22.1 191.29
22年3月期 423,281 73,895 17.5 173.08

（参考） 自己資本 23年3月期  93,762百万円 22年3月期  73,895百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続き
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 
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。なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、４ページをご覧ください。 



  

  

「ご参考」  

 決算短信の表題部分に記載のとおり、今回の決算発表後における決算説明会は開催しないことといたしておりま

す。当初は平成23年３月期決算発表後に新・中期経営計画を公表し、機関投資家・アナリストの皆様を対象として

「決算及び中期経営計画説明会」を開催する予定としておりましたが、平成23年３月11日に発生いたしました東日本

大震災による今後の影響を踏まえ、計画を見直し後に改めて公表及び説明会を開催することといたしました。時期に

つきましては平成24年３月期第１四半期決算の発表後を予定しております。 

 末尾ながら、このたびの震災により被災されました方々に対しまして衷心よりお見舞い申し上げますとともに、一

日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 
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（１）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当期のわが国経済は、雇用・所得環境は引き続き厳しい状況にあるものの、個人消費には持ち直しの動きも見ら

れ、民間設備投資も下げ止まるなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、平成23年３月

に発生した東日本大震災により東日本を中心に国内の経済活動は大きな影響を受け、先行きが不透明な厳しい状況

となりました。 

このような状況下におきまして、相鉄グループにおける当期の営業収益は2,628億７千２百万円（前期比2.6％

減）、営業利益は157億５千７百万円（前期比16.7％増）、経常利益は105億７千６百万円（前期比33.2％増）、当

期純利益は68億４千８百万円（前期比2.5％減）を計上するにいたりました。 

なお、東日本大震災に対しましては、お客様の生活に密着したサービスを提供する企業グループとして、特に鉄

道業や自動車業を中心とした運輸業、スーパーマーケット業を中心とした流通業において、安全に細心の注意を払

い日常生活の早期復旧に向けて全力で取り組みました。 

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、懸案で

ありました当社自動車事業につきましては、当社が自動車事業に関して有していた一切の権利義務を、平成22年10

月１日に当社の100％出資子会社である相鉄バス㈱へ会社分割により承継いたしました。これにより、当社は純粋

持株会社への移行が完了いたしました。さらに、流通業の中核企業である相鉄ローゼン㈱の経営改革をより迅速且

つ効果的に推進するために、平成23年３月１日付で同社を小売業の運営に専門特化する体制を整備いたしました。

また、相鉄グループは、今後10年間の「成長戦略ロードマップ」をグループビジョン“Vision100”として平成

22年９月30日に公表いたしました。この“Vision100”は「魅力ある沿線の創造によるブランドの向上」「ブラン

ド力を活かした事業領域の拡大」をキーワードとして掲げ、相鉄グループの更なる成長に向けた戦略や目標を描い

たものであります。 

なお、安定収益基盤を強化するための設備投資資金の調達と同時に強固な財務基盤の確立を目的とした増資につ

きましては、公募分は平成22年10月19日に、第三者割当分は同年11月17日にそれぞれ払込が完了いたしました。 

  

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 

相模鉄道㈱による鉄道業及び相鉄バス㈱（平成22年９月までは当社及び相鉄バス㈱）による自動車業を中心とし

ております。 

相模鉄道㈱では、施設面におきましては、横浜駅２階改札口からみなみ通路を結ぶ連絡通路の供用を開始し乗り

継ぎの利便性の向上を図ったほか、いずみ野駅（横浜市泉区）および三ツ境駅（横浜市瀬谷区）のバリアフリー化

改良工事が竣工し、鶴ヶ峰駅（横浜市旭区）のホーム上家を増設するなど、サービスの向上と「人にやさしい」駅

づくりに努めました。安全面におきましては、駅舎・橋梁などの耐震補強工事を行い災害対策に努め、環境面にお

きましては、三ツ境駅の人工広場の緑化ならびに省電力化を推進いたしました。 

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、用地取得や各種工事を進めており、東京急行電鉄㈱

との相互直通運転計画につきましても早期着工に向けた取組みを進めております。 

営業面におきましては、「いずみ中央駅開業20周年記念乗車券＆記念入場券」、「ゆめが丘～希望ヶ丘駅硬券乗

車券」、「横浜瀬谷八福神めぐり往復割引乗車券」などを販売いたしました。さらに、定期券の発売範囲を拡大し

利便性の向上を図りました。 

自動車業では、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とノンステップバスなど合計13両を

導入いたしました。 

運輸業全体における当期の営業収益は402億９千７百万円（前期比0.5％減）、営業利益は63億５千４百万円（前

期比22.5％増）となりました。 

  

ｂ．建設業 

相鉄建設㈱を中心としており、引き続き厳しい事業環境の中、営業力の強化や技術力の向上などに努めました。

建設業全体における当期の営業収益は、178億６千５百万円（前期比33.2％減）となり、４億１千５百万円の営

業損失（前期は79百万円の営業損失）となりました。 

  

１．経営成績
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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

売業を中心としております。 

相鉄ローゼン㈱では、経営改善に向けた各種施策を推進しており、当期においては「港南台店」（横浜市港南

区）など合計18店舗で改装を実施すると共に、「かしわ台店」（神奈川県海老名市）をはじめ合計17店舗において

営業時間を延長し利便性の向上に努め、さらに、毎月１日に開催している「ローゼン市」を６月からは第３水曜日

にも開催するなど営業力の強化を図りました。また、不採算店舗を２店舗閉鎖するなど経営の一層の効率化を進め

たほか、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ったほか、相鉄線三ツ境駅改札

内にコンビニエンスストア「ファミリーマート相鉄三ツ境駅店」を開業し、さらに、相鉄流通サービス㈱及び㈱ム

ーンは、「カラオケムーン京王八王子店」（東京都八王子市）、「カラオケムーン中山店」（横浜市緑区）を新規

開業するなど事業基盤の拡充と収益力の向上に努めました。 

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、積極的な営業活動を展開いたしま

した。 

流通業全体における当期の営業収益は1,200億６千６百万円（前期比0.4％減）となり、４百万円の営業損失（前

期は１億２千２百万円の営業損失）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、「YOKOHAMA ALL PARKS（ヨコハマオールパークス）」（横浜

市鶴見区）、「グレーシアガーデン弥生台」（横浜市泉区）、「グレーシアテラス所沢」（埼玉県所沢市）などの

集合住宅や、早川城山住宅地（神奈川県綾瀬市）、「ル・アージュ横浜鴨居」（横浜市神奈川区）、「ラフィネガ

ーデンセンター南」（横浜市都筑区）などの戸建住宅を合計788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・拡充などを進めており

ますが、当期においては「相鉄鶴見尻手ビル」（横浜市鶴見区）、「相鉄瀬谷駅北口新ビル」（横浜市瀬谷区）が

竣工いたしました。また、ＪＲ根岸線港南台駅前の「港南台バーズ」（横浜市港南区）では、食料品の充実・強

化、団塊ジュニア世代への訴求力強化を重点とした全館リニューアルを実施いたしました。一方、横浜駅西口の

「相鉄ジョイナス」や「ザ・ダイヤモンド」をはじめとしたショッピングセンターにおいて、積極的なリーシング

活動を実施し魅力あるテナントを誘致するなど収益力の向上に努めました。 

不動産業全体における当期の営業収益は、680億４千７百万円（前期比2.0％減）、営業利益は90億３千８百万円

（前期比11.5％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他を含めてお

ります。 

相鉄企業㈱では、事業者間の受注競争が激化する厳しい事業環境の中、商業施設他の新規物件を受注し営業基盤

の拡大を図ったほか業務の効率化を推進し、良質且つ安定したサービスの提供に努めました。 

「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、レストラン、チャペル、宴会場

などの改装を行ったほか、様々な販売施策の実施やコスト管理の徹底により集客力や収益力の向上に努めました。

㈱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、相鉄イン

㈱では、平成22年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。 

  

相鉄ホールディングス㈱　(9003)　平成23年３月期　決算短信

－3－



② 次期の見通し 

次期の国内景気につきましては、東日本大震災とそれに伴う様々な事象がわが国経済に深刻な影響を及ぼし先行き

が極めて不透明な中で推移すると思われます。当社グループもその影響を少なからず受けるものと考えております

が、徹底したコスト管理と経営の一層の効率化などを推進することによって業績の維持・向上に努めてまいります。

次期連結業績予想につきましては、現時点で想定できる震災の影響などを考慮して策定したところ、営業収益

2,764億７千万円（前期比5.2％増）、営業利益162億１千万円（前期比2.9％増）、経常利益113億４千万円（前期比

7.2％増）、当期純利益69億８千万円（前期比1.9％増）としておりますが、震災からの復興状況や電力供給状況、消

費マインドをはじめとした各種事象により業績は変動する可能性があります。今後も各種状況を注視しつつ適切に業

績予想に反映させてまいります。 

なお、各セグメント別の見通しは以下のとおりであります。  

  

（２）財政状態に関する分析 

① 総資産、負債及び純資産の状況に関する分析 

総資産は、販売用不動産等の減少により前連結会計年度末に比べて101億５千８百万円減少し、5,455億３千８百万

円となりました。 

負債は、長期借入金等の減少により291億４千２百万円減少し、4,788億１千４百万円となりました。なお、有利子

負債の残高は、借入金・社債合わせまして3,279億４千７百万円となり、255億９千３百万円減少いたしました。 

純資産は、公募増資及び第三者割当増資による資本金及び資本剰余金の増加、当期純利益の計上による利益剰余金

の増加により、189億８千３百万円増加し、667億２千３百万円となりました。なお、自己資本比率は12.2％、１株当

たり純資産は135円36銭となりました。  

   

② キャッシュ・フローの状況に関する分析  

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末に比べ44

億２千万円増加し、129億５千万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの

要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動による資金の増加は、373億５千１百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益120億６千万

円、減価償却費174億９百万円等によるものであります。 

    (単位：百万円）

  営業収益 営業利益 

運輸業  39,640  5,750

建設業  20,060  80

流通業  112,270  280

不動産業  86,700  10,080

その他  38,060  △370

連結調整（消去等）  △20,260  390

合  計  276,470  16,210

       (単位：百万円）

  平成22年3月期 平成23年3月期 増減額 

総資産  555,696  545,538  △10,158

負債  507,957  478,814  △29,142

純資産  47,739  66,723  18,983

       (単位：百万円）

  平成22年3月期 平成23年3月期 増減額 

営業活動によるキャッシュ・フロー       26,534  37,351  10,816

投資活動によるキャッシュ・フロー  △40,805  △13,667  27,138

財務活動によるキャッシュ・フロー  8,817  △19,263  △28,081

現金及び現金同等物の期末残高  8,530  12,950  4,420
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は、136億６千７百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出156億

７千１百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は、192億６千３百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出394億３

千４百万円、社債の発行による収入248億５千４百万円等によるものであります。 

  

  （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利息の支払額  

      

① 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  

② 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。  

③ 営業活動によるキャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利息を支払っている

すべての負債を対象としております。また、利息の支払額については、連結キャッシュ・フロー計算書の

利息の支払額を使用しております。  

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、相鉄グループは中核事業として鉄道事業を有する公益性の高い業種であり、長期にわた

る健全経営が望まれることから、安定した配当を継続して行うことを基本方針としておりますが、 適な利益配分の

あり方につきまして検討を進めてまいります。 

当期における剰余金の配当につきましては、期末配当金として１株当たり２円50銭（中間配当金２円50銭を含む年

間配当金につきましては１株当たり５円）を、次期につきましても、当期と同様に１株当たり５円（中間配当金２円

50銭、期末配当金２円50銭）を予定しております。 

なお、内部留保資金につきましては、有利子負債の返済に優先的に充当するほかグループ内における設備投資等の

資金需要に備える所存でありますが、これは将来の利益を確保しつつ、且つ、長期的に安定した配当に寄与するもの

と考えております。 

  

  平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期

自己資本比率（％）  9.6  8.1  6.9  8.5  12.2

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
 32.5  32.6  30.7  30.3  20.8

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率（年） 
 10.0  14.1  22.6  13.3  8.8

インタレスト 

・カバレッジ・レシオ（倍） 
 4.8  3.3  2.4  4.3  6.2
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（１）経営の基本方針 

 相鉄グループは、運輸業・不動産業・流通業を中心とした企業グループとして、地域社会のお客様に対し、生活に

密着したサービスやお客様のニーズを的確に捉えた裾野の広い各種サービスを提供するとともに、その高度化に努め

ることにより地域社会の発展に貢献することを目指しております。  

  

（２）目標とする経営指標 

 Vision100において、次の目標を掲げております。 

  

（３）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

相鉄グループは、激変する経営環境に迅速に対応して強靭なグループ経営体制を構築することを目的に、平成17年

４月をもって当社を事業持株会社とする新しいグループ経営体制（持株会社体制）へ移行し、グループ再編を推進し

てまいりました。当年度においては、このグループ経営体制の一層の強化をめざし、平成22年10月１日をもって当社

が保有しておりました自動車事業を分社する等の再編を実施いたしました。これにより、当社は純粋持株会社とな

り、純粋持株会社体制への移行を 終目標として取り組んでまいりました相鉄グループ新経営管理体制の構築が完了

いたしました。 

この新しいグループ経営体制のもと、相鉄グループでは更なる成長を期すべく、平成31年度（2019年度）を目標年

度とするグループビジョン“Vision100”（以下、「Vision100」といいます。）を策定しました。 

少子高齢化や人口減少時代への突入といったマクロ状況の中、民鉄業界においても新たな付加価値の提供や沿線ブ

ランドの向上による沿線流入者の獲得に向けた競争が始まっています。このような中、相鉄グループの長年の悲願で

あった相鉄線の東京都心乗り入れについては、既に国土交通大臣の認定を受け、平成27年度に相鉄・ＪＲ直通線、平

成31年度に相鉄・東急直通線が運行開始される予定です。この都心乗り入れは、相鉄線沿線の利便性を大きく向上さ

せるものであり、当社グループのブランド力を高めるとともに沿線への人口誘致を図っていくための大いなる好機で

あると捉えております。今般策定いたしましたVision100は、こうした機会を捉え、相鉄グループとしての長期的な

成長戦略を描き、その実現に向け邁進するための成長戦略ロードマップと位置づけております。 

  

このVision100に基づき、当社グループは以下の項目に取り組んで参ります。 

  

①「選ばれる沿線」の創造 

相鉄線沿線ブランド価値の向上を図るべく、鉄道の都心直通プロジェクトを着実に推進すると共に、二俣川

駅南口再開発計画やいずみ野線沿線駅前街区リノベーション計画を始めとする沿線再開発の重点プロジェクト

に取り組むほか、相鉄グループの認知度向上や新たな付加価値向上のための諸施策に積極的に取り組んで参り

ます。 

  

② 事業領域の拡大 

事業領域の拡大を図るため、相鉄線沿線以外のエリアにおける不動産事業や宿泊特化型ホテル事業などの展

開も強化してまいります。 

  

③ 事業の選択と集中 

グループの経営資源を有効に活用するため、事業の収益性や将来性を厳格に見極め、強化すべき事業に対す

る経営資源の集中を通じてグループ事業ポートフォリオの 適化を図る「事業の選択と集中」にも引き続き取

り組んでまいります。 

  

④ 財務体質の改善 

キャッシュ・マネジメント・システムによるグループ内資金の有効活用、設備投資効率の一層の重視等によ

りフリーキャッシュフローの増大に努め、有利子負債を圧縮いたします。 

  

２．経営方針

  

平成21年度 

（実績） 

平成31年度 

（目標） 

増減 

（効果） 

(参考)平成22年度 

（実績） 

当期純利益 億円 70 億円 100 ＋30億円(増加) 68億円 

ROA ％ 2.43 ％ 4.00 ＋1.57％(向上) 2.89％ 

自己資本 億円 473 億円 1,000 ＋527億円(増加) 663億円 

有利子負債 / EBITDA倍率  11.5  8.0 △3.5(改善) 9.8 
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⑤ 企業の社会的責任の遂行 

単に法令順守にとどまらず、企業の社会的責任（CSR）を全うし、我々を取り巻くすべての人々から信頼され

るグループになるべく、「相鉄グループ役員・社員行動原則」を策定しております。これに基づき、CSRの主要

項目であるコンプライアンス、リスクマネジメント、環境、お客様満足（CS）、社会貢献等についてグループ

を挙げて取り組んでまいります。 

  

相鉄グループでは、純粋持株会社体制という新しいグループ経営体制のもと、「快適な暮らしをサポートする事業

を通じてお客様の喜びを実現し、地域社会の豊かな発展に貢献する」という相鉄グループ「基本理念」に則り、経営

の普遍的価値観を(1)徹底したお客様視点の実践 (2)グループ連結利益の 大化 (3)活力ある企業風土の醸成 (4)よ

りよい社会への貢献、の４項目に集約し「経営姿勢」として掲げ、各社の自己責任の原則による自立経営を推進する

とともに相互の連携を強化し、Vision100の目標達成に向けて、お客様をはじめとするすべてのステークホルダー、

そして株主様の期待に応えるべく努力してまいります。  
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,810 13,252

受取手形及び売掛金 17,547 16,076

たな卸資産 54,892 47,593

繰延税金資産 4,463 4,472

その他 11,307 12,699

貸倒引当金 △776 △678

流動資産合計 96,243 93,416

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 186,674 187,335

機械装置及び運搬具（純額） 17,235 15,066

土地 180,173 180,704

建設仮勘定 9,635 7,049

その他（純額） 5,436 5,397

有形固定資産合計 399,154 395,553

無形固定資産   

のれん 3,738 3,416

借地権 1,746 1,746

その他 6,333 5,348

無形固定資産合計 11,818 10,512

投資その他の資産   

投資有価証券 9,204 7,425

長期貸付金 85 90

繰延税金資産 15,038 14,749

その他 25,441 24,312

貸倒引当金 △1,290 △589

投資その他の資産合計 48,479 45,988

固定資産合計 459,452 452,054

繰延資産   

株式交付費 － 67

繰延資産合計 － 67

資産合計 555,696 545,538
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,972 15,356

短期借入金 67,119 81,811

1年以内償還社債 13,523 4,450

リース債務 480 620

未払法人税等 2,897 3,436

賞与引当金 2,658 2,587

店舗閉鎖損失引当金 165 －

その他の引当金 629 428

資産除去債務 － 105

その他 39,421 37,900

流動負債合計 143,868 146,695

固定負債   

社債 99,345 119,895

長期借入金 173,553 121,791

リース債務 1,314 1,391

繰延税金負債 1,353 1,027

再評価に係る繰延税金負債 32,425 32,395

退職給付引当金 23,291 21,461

長期預り敷金保証金 31,796 31,214

負ののれん 40 －

資産除去債務 － 1,488

その他 967 1,454

固定負債合計 364,088 332,119

負債合計 507,957 478,814

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,162 38,803

資本剰余金 22,284 29,922

利益剰余金 △730 3,997

自己株式 △208 △218

株主資本合計 52,508 72,503

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,419 1,438

土地再評価差額金 △7,597 △7,594

その他の包括利益累計額合計 △5,177 △6,155

少数株主持分 409 375

純資産合計 47,739 66,723

負債純資産合計 555,696 545,538
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業収益 269,841 262,872

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 208,662 200,995

販売費及び一般管理費 47,672 46,119

営業費合計 256,335 247,115

営業利益 13,505 15,757

営業外収益   

受取利息 120 114

受取配当金 240 246

負ののれん償却額 81 40

受託工事事務費戻入 126 297

デリバティブ評価益 261 －

雑収入 280 416

営業外収益合計 1,112 1,115

営業外費用   

支払利息 6,269 5,980

雑支出 407 316

営業外費用合計 6,677 6,296

経常利益 7,939 10,576

特別利益   

固定資産売却益 59 312

投資有価証券売却益 10 1,015

工事負担金等受入額 1,170 1,047

補助金 25 3,133

貸倒引当金戻入額 321 667

店舗閉鎖損失引当金戻入額 58 －

移転補償金 302 462

退職給付制度改定益 － 130

退職給付過去勤務債務等償却額 － 842

その他 124 170

特別利益合計 2,074 7,783

特別損失   

前期損益修正損 275 －

固定資産売却損 49 18

固定資産除却損 842 1,081

固定資産圧縮損 962 4,195

投資有価証券売却損 135 －

投資有価証券評価損 132 34

減損損失 150 150

店舗閉鎖損失引当金繰入額 28 7

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 193 150

特別損失合計 2,771 6,299

税金等調整前当期純利益 7,242 12,060
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（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 3,205 4,620

法人税等調整額 △3,003 620

法人税等合計 202 5,240

少数株主損益調整前当期純利益 － 6,819

少数株主利益 17 △28

当期純利益 7,022 6,848
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 6,819

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △981

土地再評価差額金 － 17

その他の包括利益合計 － ※2  △964

包括利益 － ※1  5,855

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 5,884

少数株主に係る包括利益 － △28
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 31,162 31,162

当期変動額   

新株の発行 － 7,640

当期変動額合計 － 7,640

当期末残高 31,162 38,803

資本剰余金   

前期末残高 22,295 22,284

当期変動額   

新株の発行 － 7,640

自己株式の処分 △11 △2

当期変動額合計 △11 7,637

当期末残高 22,284 29,922

利益剰余金   

前期末残高 △5,651 △730

当期変動額   

剰余金の配当 △2,096 △2,134

土地再評価差額金の取崩 △5 13

当期純利益 7,022 6,848

当期変動額合計 4,921 4,727

当期末残高 △730 3,997

自己株式   

前期末残高 △6,416 △208

当期変動額   

自己株式の取得 △100 △20

自己株式の処分 6,308 10

当期変動額合計 6,207 △10

当期末残高 △208 △218

株主資本合計   

前期末残高 41,389 52,508

当期変動額   

新株の発行 － 15,281

剰余金の配当 △2,096 △2,134

土地再評価差額金の取崩 △5 13

当期純利益 7,022 6,848

自己株式の取得 △100 △20

自己株式の処分 6,297 7

当期変動額合計 11,118 19,995

当期末残高 52,508 72,503
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（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,627 2,419

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 792 △981

当期変動額合計 792 △981

当期末残高 2,419 1,438

土地再評価差額金   

前期末残高 △6,438 △7,597

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,159 3

当期変動額合計 △1,159 3

当期末残高 △7,597 △7,594

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △4,811 △5,177

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △366 △978

当期変動額合計 △366 △978

当期末残高 △5,177 △6,155

少数株主持分   

前期末残高 3,185 409

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,775 △34

当期変動額合計 △2,775 △34

当期末残高 409 375

純資産合計   

前期末残高 39,763 47,739

当期変動額   

新株の発行 － 15,281

剰余金の配当 △2,096 △2,134

土地再評価差額金の取崩 △5 13

当期純利益 7,022 6,848

自己株式の取得 △100 △20

自己株式の処分 6,297 7

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,142 △1,012

当期変動額合計 7,975 18,983

当期末残高 47,739 66,723
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 7,242 12,060

減価償却費 16,802 17,409

減損損失 150 150

のれん償却額 321 321

負ののれん償却額 △81 △40

退職給付引当金の増減額（△は減少） △230 △1,829

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,546 △799

賞与引当金の増減額（△は減少） 89 △71

その他の引当金の増減額（△は減少） 228 △366

受取利息及び受取配当金 △361 △360

支払利息 6,269 5,980

工事負担金等受入額 △1,170 △1,047

補助金収入 △25 △3,133

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,423 1,068

固定資産圧縮損 962 4,195

投資有価証券売却損益（△は益） 124 △1,015

投資有価証券評価損益（△は益） 132 34

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 409

売上債権の増減額（△は増加） 856 1,526

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,984 7,298

仕入債務の増減額（△は減少） △2,898 △1,616

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △193 △732

その他 398 1,978

小計 30,479 41,419

法人税等の支払額 △3,945 △4,068

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,534 37,351

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △40 △62

定期預金の払戻による収入 － 40

利息及び配当金の受取額 256 260

有形固定資産の取得による支出 △39,971 △15,671

有形固定資産の売却による収入 57 464

無形固定資産の取得による支出 △1,402 △601

投資有価証券の取得による支出 △63 △4

投資有価証券の売却による収入 102 1,114

敷金及び保証金の差入による支出 △478 △235

敷金及び保証金の回収による収入 1,093 1,250

その他 △359 △221

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,805 △13,667
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（単位：百万円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

利息の支払額 △6,221 △6,022

短期借入金の純増減額（△は減少） △16,086 △9,156

長期借入れによる収入 86,381 11,520

長期借入金の返済による支出 △77,845 △39,434

社債の発行による収入 36,769 24,854

社債の償還による支出 △11,588 △13,523

株式の発行による収入 － 15,203

配当金の支払額 △2,094 △2,132

少数株主への配当金の支払額 △41 △6

自己株式の純増減額（△は増加） △53 △12

その他 △402 △554

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,817 △19,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,452 4,420

現金及び現金同等物の期首残高 13,983 8,530

現金及び現金同等物の期末残高 8,530 12,950
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該当事項はありません。 

   

 なお、上記１～２以外は、 近の有価証券報告書（平成22年６月30日提出）における記載から重要な変更がないため開

示を省略しております。  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 すべての子会社を連結しております。 

 連結子会社の数  35社 

 主要な連結子会社の名称は、相模鉄道㈱、相鉄企業

㈱、㈱相鉄アーバンクリエイツ、相鉄ローゼン㈱、相鉄

ホテル㈱、相鉄不動産㈱、相鉄建設㈱、相鉄興産㈱、㈱

相鉄ビルマネジメントです。 

 平成21年４月10日付で、相鉄都市開発㈱を新たに設立

し、当連結会計年度より連結子会社に含めております。

なお、平成22年１月１日付で、㈱相鉄アーバンクリエイ

ツを存続会社とし相鉄不動産㈱を消滅会社とする吸収合

併を行ったことにより、相鉄不動産㈱が連結範囲から除

外されると共に、同日付で相鉄都市開発㈱を相鉄不動産

㈱に商号変更しております。 

 相鉄フードサービス㈱及び㈱相販は、平成21年８月１

日付で、㈱相商を存続会社とし相鉄フードサービス㈱及

び㈱相販を消滅会社とする吸収合併を行ったことによ

り、連結範囲から除外されております。なお、同日付で

㈱相商を㈱相鉄リテールサービスに商号変更しておりま

す。 

 平成21年８月11日付で、㈱相鉄リビングサポートを新

たに設立し、当連結会計年度より連結子会社に含めてお

ります。 

  

１ 連結の範囲に関する事項 

 すべての子会社を連結しております。 

 連結子会社の数  36社 

 主要な連結子会社の名称は、相模鉄道㈱、相鉄バス

㈱、相鉄建設㈱、相鉄ローゼン㈱、相鉄興産㈱、㈱相鉄

アーバンクリエイツ、㈱相鉄ビルマネジメント、相鉄不

動産㈱、相鉄企業㈱、相鉄ホテル㈱です。 

 平成22年７月１日付で、㈱相鉄イン開発及び㈱キャピ

タルプロパティーズを新たに設立し、当連結会計年度よ

り連結子会社に含めております。 

 平成23年３月１日付で、㈱相鉄アーバンクリエイツを

存続会社とし相鉄ローゼン㈱を消滅会社とする吸収合併

を行ったことにより、相鉄ローゼン㈱が連結範囲から除

外されております。また、同日付で相鉄トランスポート

㈱を相鉄ローゼン㈱に商号変更しております。 

  

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、相鉄ローゼン㈱及び相栄フーズ㈱

の決算日は２月末日であり、㈱相鉄リテールサービス及

び㈱葉山ボンジュールの決算日は１月末日であります。

 連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸

表を使用しておりますが、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整を行っておりま

す。 

  

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、相栄フーズ㈱の決算日は２月末日

であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸

表を使用しておりますが、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整を行っておりま

す。 

 なお、㈱相鉄リテールサービス及び㈱葉山ボンジュー

ルは、当連結会計年度より決算日を３月末日に変更して

おります。このため、連結財務諸表の作成にあたって

は、平成22年２月１日から平成23年３月31日までの14ヶ

月間の決算数値を使用しております。 

 また、相鉄ローゼン㈱の決算日は２月末日でありまし

たが、同社は平成23年３月１日付で小売業に係わる運営

事業等を相鉄トランスポート㈱に分割承継しておりま

す。このため、連結財務諸表を作成するにあたり同事業

等については、平成22年３月１日から平成23年３月31日

までの13ヶ月間の決算数値を使用しております。 
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（会計処理の変更）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

(完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更) 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負

金額一定額以上かつ工期１年超の工事については工事進行

基準を、その他の工事については工事完成基準を適用して

おりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計

基準第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、当連結会計年度に着手した工

事契約から、当連結会計年度末までの進捗部分について成

果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工

事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につ

いては工事完成基準を適用しております。 

 この変更に伴い、営業収益は 百万円増加し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ

百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は（セグメント情

報）に記載しております。  

  

2,582

149

―――――――――― 

(退職給付引当金の計上基準の変更) 

 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年７

月31日）を適用しております。  

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響はありません。   

  

―――――――――― 

―――――――――― (資産除去債務に関する会計基準の適用) 

 当連結会計年度より、「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85百万円

減少し、税金等調整前当期純利益は495百万円減少してお

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。

（表示方法の変更）

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） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

―――――――――― (連結損益計算書) 

 当連結会計年度より、「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）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の

科目で表示しております。 
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（８）追加情報

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） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

――――――――――  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 

（９）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

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） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

―――――――――― 

  

  

  

  

  

―――――――――― 

  

  

  

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利

益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他

の包括利益 

親会社株主に係る包括利益 百万円6,651

少数株主に係る包括利益 百万円17

計 百万円6,668

その他有価証券評価差額金 百万円792

土地再評価差額金 百万円△1,164

計 百万円△371
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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) 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加         千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

株式交換に伴う割当交付による減少       千株 

単元未満株式の買増請求による減少             千株 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株)  427,477  ─  ─  427,477

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株)  16,145  256  15,874  527

256

15,848

26

決議 株式の種類 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額
(円) 

基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  1,028  2.50 平成21年３月31日 平成21年６月29日 

平成21年10月30日 

取締役会 
普通株式  1,067  2.50 平成21年９月30日 平成21年12月１日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  1,067  2.50 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加63,250千株は、公募及び第三者割当増資による新株の発行による増加であ

ります。  

  

２ 自己株式に関する事項 

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加         千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買増請求による減少            千株 

  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株)  427,477  63,250  ─  490,727

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株)  527  61  25  563

61

25

決議 株式の種類 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額
(円) 

基準日 効力発生日 

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  1,067  2.50 平成22年３月31日 平成22年６月30日 

平成22年10月29日 

取締役会 
普通株式  1,067  2.50 平成22年９月30日 平成22年12月１日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  1,225  2.50 平成23年３月31日 平成23年６月30日
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 （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。 

３ 営業費は、全額各セグメントに配賦しており、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費はありません。

４ 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 百万円であり、

その主なものは、当社での運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）等であります。 

  

（会計処理の変更） 

「会計処理の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「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2,582百万円、営業利益が149百万円増加しております。  

  

前連結会計年度 

 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。 

（セグメント情報等）

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

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) 

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) 

Ⅰ 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 
 39,066  17,079  118,535  66,474  28,685  269,841  ―  269,841

(2) セグメント間の 

内部営業収益又 

は振替高 

 1,445  9,647  2,020  2,940  9,781  25,835  (25,835)  ―

計  40,511  26,726  120,555  69,415  38,467  295,677  (25,835)  269,841

営業費  35,323  26,806  120,678  61,310  38,000  282,120  (25,784)  256,335

営業利益又は 

営業損失(△)  
 5,187  △79  △122  8,105  466  13,557  (51)  13,505

Ⅱ 資産、減価償却費 

減損損失及び 

資本的支出 

                                        

資産  140,496  10,682  62,625  286,684  87,506  587,994  (32,297)  555,696

減価償却費  7,589  31  1,563  5,254  2,514  16,953  (150)  16,802

減損損失  ―  ―  150  ―  ―  150  ―  150

資本的支出  12,109  16  1,201  20,637  10,131  44,097  (61)  44,035

7,436

〔所在地別セグメント情報〕
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前連結会計年度 

 海外営業収益がないため記載しておりません。 

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、鉄道事業を中心に沿線地域の暮らしに密着した様々な事業を展開しております。したがって

当社グループでは、その事業内容に基づき「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、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31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．調整額は、以下のとおりであります。 

（１）セグメント利益及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、セグメント間取引消去であり

ます。 

（２）セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去△32,166百万円、各報告セグメントに配分していな

い全社資産5,984百万円であります。全社資産の主なものは、運用資金（現金及び預金）、長期投資資

金（投資有価証券）等であります。  

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

〔海外売上高〕

〔セグメント情報〕

  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） 

連結財務諸
表計上額 
（注3）

営業収益                 

(1) 外部顧客への営

業収益 
 38,884  12,698  119,008  64,935  27,345  262,872     ―  262,872

(2) セグメント間の

内部営業収益又

は振替高 

 1,413  5,167  1,057  3,111  9,790  20,540  (20,540)     ― 

計  40,297  17,865  120,066  68,047  37,135  283,412  (20,540)  262,872

セグメント利益   6,354  △415  △4  9,038  428  15,401  356  15,757

セグメント資産  138,755  8,557  45,488  293,315  85,604  571,720  (26,182)  545,538

その他の項目                                         

減価償却費  7,525  33  1,543  5,796  2,665  17,565  (155)  17,409

のれんの償却額    ―   ―  205  116 ―  321   ―  321

有形固定資産及び

無形固定資産の増

加額  

 5,616  12  1,139  7,710  2,929  17,407  (45)  17,362
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（追加情報） 

 当連結会計年度より「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。 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 （単位：百万円）

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 （単位：百万円）

（注）のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しておりま

す。 

 なお、平成22年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却額残高は、以

下のとおりであります。 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：百万円）

  

該当事項はありません。  

  

〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕

  運輸業 建設業 流通業 不動産業 その他 
消去 

又は全社 
合計 

減損損失 ― ―  150 ― ― ―  150

〔報告セグメントごとののれんの未償却残高に関する情報〕

  運輸業 建設業 流通業 不動産業 その他 
消去 

又は全社 
合計 

当期末残高 ― ―  3,271  145 ― ―  3,416

  運輸業 建設業 流通業 不動産業 その他 
消去 

又は全社 
合計 

当期償却額 ― ― ―    40 ― ―  40

当期末残高 ― ― ― ― ― ― ― 

〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕
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 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

１株当たり純資産額 円 銭110 86

１株当たり当期純利益 円 銭16 49

１株当たり純資産額 円 銭135 36

１株当たり当期純利益 円 銭15 4

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益(百万円)  7,022  6,848

普通株主に帰属しない金額(百万円)  ─  ─

普通株式に係る当期純利益(百万円)  7,022  6,848

普通株式の期中平均株式数(千株)  425,848  455,485

（重要な後発事象）
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