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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 61,743 2.8 3,930 △4.2 2,818 △0.2 1,118 △57.3
23年3月期第1四半期 60,047 △2.2 4,101 65.6 2,824 118.2 2,617 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,116百万円 （△49.7％） 23年3月期第1四半期 2,219百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 2.28 ―
23年3月期第1四半期 6.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 543,346 66,612 12.2
23年3月期 545,538 66,723 12.2
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  66,232百万円 23年3月期  66,348百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 2.50 ― 2.50 5.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

RENKETU
新規スタンプ



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
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、添付資料３ページ 「１．当四半期決算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」 をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 490,727,495 株 23年3月期 490,727,495 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 561,608 株 23年3月期 563,319 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 490,164,986 株 23年3月期1Q 426,939,994 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年３月に発生した東日本大震災の影響もあり、雇用・所得

環境、個人消費は依然として厳しい状況が続くなど、景気全般において先行きが極めて不透明な状況で推移いたし

ました。 

このような状況下におきまして、当第１四半期連結累計期間の営業収益は617億４千３百万円（前年同期比2.8％

増）、営業利益は39億３千万円（前年同期比4.2％減）、経常利益は28億１千８百万円（前年同期比0.2％減）、四

半期純利益は11億１千８百万円（前年同期比57.3％減）を計上するにいたりました。 

  

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㈱の鉄道業、相鉄バス㈱の自動車業を中心としております。 

相模鉄道㈱では、駅及び車両のバリアフリー化、改良工事等を計画的に実施し、お客様に安全・快適にご利用い

ただけますよう施設・車両の整備に努めており、５月には、主要機器のバックアップ機能を装備しユニバーサルデ

ザインとバリアフリー化に対応した新型車両11000系１編成(10両)を導入いたしました。 

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、用地取得や西谷駅構内の準備工事等を実施してお

り、東京急行電鉄㈱との相互直通運転につきましても早期着工に向けた各種取組みを進めております。 

相鉄バス㈱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いたしました。 

運輸業全体における当第１四半期連結累計期間の営業収益は、主に相模鉄道㈱における輸送人員の減少により99

億８千６百万円（前年同期比3.1％減）、営業利益は20億２千８百万円（前年同期比5.9％減）となりました。 

  

ｂ．建設業 

相鉄建設㈱を中心としており、引続き事業環境が厳しい中、各社共に営業力の強化、技術力の強化等に努めまし

た。 

建設業全体における当第１四半期連結累計期間の営業収益は、完成工事高の減少等により27億３千６百万円（前

年同期比20.7％減）、営業損失は３億２百万円（前年同期は１億２千３百万円の損失）となりました。 

  

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、「大和店」（神奈川県大和市）をはじめ合計４店舗で改装を実施すると共に、「さがみ野

店」（神奈川県海老名市）において利便性の向上を目的に営業時間を延長いたしました。また、３年目を迎える毎

月１日の「ローゼン市」を６月１日から「スーパーローゼン市」として更にパワーアップするなど、営業力の強化

を図りました。相鉄流通サービス㈱及び㈱ムーンでは、４月に「カラオケムーン大船店」（神奈川県鎌倉市）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、業績向上に向けて積極的な営業活

動を展開いたしました。 

流通業全体における当第１四半期連結累計期間の営業収益は、主に相鉄ローゼン㈱において前期に実施した店舗

閉鎖の影響等により267億５千５百万円（前年同期比3.8％減）となり、営業利益は主に相鉄ローゼン㈱における収

支改善効果により１億４千５百万円（前年同期は８千３百万円の損失）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、「グレーシアガーデンたまプラーザ」（川崎市宮前区）など

の集合住宅や戸建住宅を合計230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・拡充等を進めており、

６月には、「相鉄南幸第６ビル」（横浜市西区）を取得いたしました。 

不動産業全体における当第１四半期連結累計期間の営業収益は、主に分譲業における引渡戸数の増加により183

億２千１百万円（前年同期比24.6％増）、営業利益は22億６千９百万円（前年同期比3.4％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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を含めており

ます。 

「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、様々な販売施策を推進すると共に

コスト管理の徹底を図り収益の確保に努めました。また、４月下旬から５月上旬にかけて和食レストラン「木の

花」の一部改装を実施いたしました。 

相鉄企業㈱、㈱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いたし

ました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、たな卸資産の減少等により前連結会計年度末に比べて21

億９千１百万円減少し、5,433億４千６百万円となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金の減少等により20億８千１百万円減少し、4,767億３千３百万円となりました。な

お、有利子負債の残高は、借入金・社債合わせまして3,293億７千２百万円となり、14億２千４百万円増加いたし

ました。 

純資産は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加がございましたが、剰余金の配当による利益剰余金の減

少等により１億１千万円減少し、666億１千２百万円となりました。なお、自己資本比率は12.2％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期は概ね当初の計画に沿った業績で推移しており、前回（平成23年４月28日）公表の第２四半期累計

期間及び通期連結業績予想は修正しておりません。 

  

※ 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。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,252 20,981

受取手形及び売掛金 16,076 14,621

たな卸資産 47,593 43,145

繰延税金資産 4,472 4,716

その他 12,699 10,603

貸倒引当金 △678 △651

流動資産合計 93,416 93,416

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 187,335 185,587

機械装置及び運搬具（純額） 15,066 16,146

土地 180,704 181,614

建設仮勘定 7,049 6,761

その他（純額） 5,397 5,344

有形固定資産合計 395,553 395,454

無形固定資産   

のれん 3,416 3,336

借地権 1,746 1,746

その他 5,348 5,023

無形固定資産合計 10,512 10,106

投資その他の資産   

投資有価証券 7,425 7,567

長期貸付金 90 89

繰延税金資産 14,749 13,210

その他 24,312 23,995

貸倒引当金 △589 △553

投資その他の資産合計 45,988 44,308

固定資産合計 452,054 449,869

繰延資産   

株式交付費 67 60

繰延資産合計 67 60

資産合計 545,538 543,346
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,356 12,583

短期借入金 81,811 88,811

1年以内償還社債 4,450 19,450

リース債務 620 659

未払法人税等 3,436 903

賞与引当金 2,587 1,058

その他の引当金 428 411

資産除去債務 105 56

その他 37,900 41,974

流動負債合計 146,695 165,908

固定負債   

社債 119,895 104,650

長期借入金 121,791 116,461

リース債務 1,391 1,423

繰延税金負債 1,027 351

再評価に係る繰延税金負債 32,395 32,395

退職給付引当金 21,461 21,564

長期預り敷金保証金 31,214 31,163

資産除去債務 1,488 1,492

その他 1,454 1,321

固定負債合計 332,119 310,825

負債合計 478,814 476,733

純資産の部   

株主資本   

資本金 38,803 38,803

資本剰余金 29,922 29,921

利益剰余金 3,997 3,889

自己株式 △218 △217

株主資本合計 72,503 72,396

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,438 1,429

土地再評価差額金 △7,594 △7,594

その他の包括利益累計額合計 △6,155 △6,164

少数株主持分 375 379

純資産合計 66,723 66,612

負債純資産合計 545,538 543,346
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業収益 60,047 61,743

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 44,842 46,385

販売費及び一般管理費 11,103 11,426

営業費合計 55,946 57,812

営業利益 4,101 3,930

営業外収益   

受取利息 27 26

受取配当金 115 130

負ののれん償却額 20 －

貸倒引当金戻入額 － 75

雑収入 170 97

営業外収益合計 333 330

営業外費用   

支払利息 1,539 1,410

雑支出 71 32

営業外費用合計 1,610 1,442

経常利益 2,824 2,818

特別利益   

固定資産売却益 5 0

投資有価証券売却益 1,010 －

補助金 5 5

貸倒引当金戻入額 52 －

移転補償金 462 －

その他 79 －

特別利益合計 1,615 5

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 216 115

固定資産圧縮損 57 5

投資有価証券評価損 0 －

関係会社株式交換損 － 74

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 1 3

特別損失合計 936 198

税金等調整前四半期純利益 3,503 2,625

法人税、住民税及び事業税 1,720 895

法人税等調整額 △828 605

法人税等合計 892 1,500

少数株主損益調整前四半期純利益 2,611 1,125

少数株主利益 △5 6

四半期純利益 2,617 1,118
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,611 1,125

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △412 △8

土地再評価差額金 20 －

その他の包括利益合計 △392 △8

四半期包括利益 2,219 1,116

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,224 1,109

少数株主に係る四半期包括利益 △5 6
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該当事項はありません。  

  

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第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） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（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．セグメント利益の調整額は、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。   

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（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．セグメント利益の調整額は、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。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  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） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注3）

営業収益                 

(1) 外部顧客への営

業収益 
 9,948  2,374  27,542  13,978  6,203  60,047     ―  60,047

(2) セグメント間の

内部営業収益又

は振替高 

 360  1,075  256  724  2,092  4,510 (4,510)     ― 

計  10,308  3,450  27,799  14,702    8,296  64,557 (4,510)  60,047

セグメント利益   2,155  △123  △83  2,194  △157    3,985  116    4,101

  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） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注3）

営業収益     

(1) 外部顧客への営

業収益 
 9,645  2,147  26,466  17,519  5,963  61,743  ―  61,743

(2) セグメント間の

内部営業収益又

は振替高 

 340  589  289  801  1,930  3,952 (3,952)  ― 

計  9,986  2,736  26,755  18,321  7,894  65,695 (3,952)  61,743

セグメント利益   2,028  △302  145  2,269  △247  3,893  37  3,930

（５）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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