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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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）

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 ％

24年3月期第2四半期 263,489 △4.8 13,711 △9.7 12,275 △5.4 6,621 15.4
23年3月期第2四半期 276,728 △2.2 15,185 11.4 12,980 22.5 5,735 △32.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 5,058百万円 （123.5％） 23年3月期第2四半期 2,263百万円 （―％）

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2四半期 6.19 6.18
23年3月期第2四半期 6.73 6.47

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 1,413,711 276,342 18.5
23年3月期 1,437,555 274,029 18.0

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  261,263百万円 23年3月期  258,977百万円

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 ― 2.50

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 538,000 △3.4 27,000 △12.3 22,000 △14.8 12,000 △8.4 11.23

289256
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(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の四半
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「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

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2Q 1,075,540,607 株 23年3月期 1,075,540,607 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 6,740,739 株 23年3月期 6,746,347 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 1,068,799,779 株 23年3月期2Q 852,114,299 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、東日本大震災等の影響により、設備投資および個人消
費は低迷し、失業率は高水準にあるなど、依然として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、安全はすべての事業の根幹であるとの認識のうえ、
「東武グループ中期経営計画2010～2013」にもとづき、将来にわたる持続的成長を目指し、「東京スカイツ
リー®」を核とした「業平橋押上開発プロジェクト」を着実に推進したほか、各事業において収益の早期回復
や収支改善に向けた取り組みを進めました。 

これらの結果、震災の影響は徐々に収まりつつありますが、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、営
業収益は263,489百万円（前年同期比4.8%減）、営業利益は13,711百万円（前年同期比9.7％減）、経常利益
は12,275百万円（前年同期比5.4%減）、四半期純利益は6,621百万円（前年同期比15.4％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、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。 
安全面では、さらなる安全性向上を目指して、踏切および駅の安全対策を引き続き進めたほか、東上線

において、列車間の距離や勾配等から列車速度を制御し、かつ踏切支障時の列車停止機能等の拡張性を持
たせた「東上線新運転保安システム」の導入を進めております。また、大規模地震等への防災対策とし
て、高架橋耐震補強工事や長大橋梁の改修工事を鋭意進めております。さらに、今後の大規模地震に備え
るため、東日本大震災における対応状況を踏まえた防災訓練を実施いたしました。そのほか、昨年度実施
した「鉄道輸送の安全」の確保に関する取り組みや事故の発生状況等を広くご理解いただくため、「2011
安全報告書」を作成しホームページで公表いたしました。 

営業面では、お客様の利便性向上のため、野田線のダイヤを変更し、平日の、朝ラッシュ時間帯および
夜間の混雑緩和や、柏駅における日中時間帯の大宮方面と船橋方面との乗り換え時間の改善等をはかりま
した。また、野田線開通100周年および宇都宮線開通80周年を迎えたことを記念して、記念入場券セット等
の販売やスタンプラリー等のイベントを開催したほか、「まるごと日光 東武フリーパス」をはじめとする
各種クーポンの販売、臨時列車の運転、健康ハイキングの開催等により、増収に努めました。 

なお、７月１日から９月９日まで電気事業法による電力使用制限が行われましたが、当社ではこれにも
とづき、駅施設および車内照明の一部消灯をはじめ、平日の12～15時を中心に一部列車運休等節電の取り
組みを実施し、同法による使用 大電力の限度を下回ることができました。電力使用制限解除後につきま
しても、引き続き節電に努めております。 

バス業におきまして、東武バスセントラル㈱では、開業前の東京スカイツリーを見学されるお客様によ
り便利に観光スポットを楽しんでいただくため、土日祝日限定で上野・浅草・東京スカイツリーを結ぶ
「スカイツリー®シャトル」の運行を開始いたしました。そのほか、各社において、事業環境に対応した路
線の見直しをはかりました。 

運輸事業全体として、震災の影響によるお客様の出控えや節電ダイヤの設定による特急列車の運休の影
響で鉄道収入が減少したこと等により営業収益は100,581百万円（前年同期比4.4％減）、営業利益は
10,709百万円（前年同期比9.9％減）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㈱では、東武動物公園において、開園30周年の記念事

業として「ふれあい動物の森」をリニューアルオープンしたほか、各種イベントを開催し入園者獲得に努
めました。また、東武ワールドスクウェア㈱では、「開園18周年記念＆『1/25の東京スカイツリー』完成
１周年記念イベント」等を開催し、集客に努めました。 

旅行業におきまして、東武トラベル㈱では、「東京スカイツリー」周辺の散策と下町の魅力をお楽しみ
いただける「東京スカイツリー＆下町散策クーポン」を販売するなど、増収に努めました。 

ホテル業におきましては、「東武ホテルレバント東京」にて、「東京スカイツリー」の眺望を目玉にし
たプラン等を設定し増収に努めました。また、仙台国際ホテル㈱では、震災後、多くのお客様に食を通じ
た喜びを提供するため、シェフの料理をオフィスやご家庭へお届けする宅配サービス「お届けデリカ」を
開始いたしました。 

タワー業におきまして、当社および東武タワースカイツリー㈱では、「東京スカイツリータウン®」の開
業日を来年５月22日に決定し、展望台の営業時間や入場料金を発表いたしました。また、「東京スカイツ
リータウングランドオープン300日前記念イベント」を行い、浅草駅にカウントダウンパネルを設置するこ
とで開業日の周知に努めるとともに、全国主要７都市において、旅行会社を対象とした説明会を開催し、
開業に向けた営業活動を推進いたしました。 

レジャー事業全体として、震災後の自粛ムードや出控えが影響し、遊園地・観光業、ホテル業を中心に
減収になったこと等により営業収益は27,499百万円（前年同期比20.9％減）、営業損失は1,303百万円（前
年同期は176百万円の営業利益）となりました。 
  

１．当四半期決算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の向

上をはかるため、北千住駅で駅ナカ11店舗をリニューアルオープンしたほか、坂戸駅で新規店舗を開業い
たしました。また、朝霞台駅構内店舗や蒲生駅高架下店舗等でテナントの入替を行い、駅および周辺施設
の充実と増収に努めました。 

不動産分譲業におきまして、沿線の定住人口増加ならびに収益確保をはかるため、当社では、「ブリリ
ア有明スカイタワー」（江東区有明）、「リライズガーデン西新井」（足立区梅田）等のマンション分譲
をはじめ、「フランサ」（滑川町月の輪）の建売住宅、坂戸市関間、太田市新島町等の土地を販売いたし
ました。 

業平橋押上地区街区開発業におきまして、当社では、「東京スカイツリータウン」の開業に向けて、商
業施設「東京ソラマチ®」やオフィス施設「東京スカイツリーイーストタワー®」の建設を進めるとともに
開業後の安全・安心な施設運営のため、管理・運営体制の整備を推進いたしました。また、「東京ソラマ
チ」の出店企業の一部を発表したほか、「東京スカイツリーイーストタワー」の見学会を開催し、開業へ
の期待感を醸成するＰＲ活動を行いました。 

不動産事業全体として、前年度において震災の影響により引き渡しが遅れていたマンションの販売収入
を計上したこと等により営業収益は28,181百万円（前年同期比33.4％増）、営業利益は3,287百万円（前年
同期比161.1％増）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、池袋店の「ワールドウォッチフェア」をはじめ、各店にて物

産展等を開催し、多くのお客様にご来店いただけるよう努めました。また、池袋店では、果物専門店「サ
ンフレッシュ」と本格イタリア食材専門店「ＥＡＴＡＬＹ(イータリー)」を導入し、食のニーズの多様化
に対応し、さらなる利便性追求をはかりました。また、㈱東武カードビジネスでは、東京スカイツリーを
デザインした「東京スカイツリー東武カードＰＡＳＭＯ」の発行を発表いたしました。 

流通事業全体として、震災の影響による出控えや消費マインドの低下等により営業収益は95,824百万円
（前年同期比6.9％減）、営業損失は481百万円（前年同期は571百万円の営業利益）となりました。 
  
（その他事業） 
建設業におきまして、東武谷内田建設㈱では、板橋区において給水所整備工事を完成させたほか、東武

緑地㈱では、墨田区において公園整備工事を進めております。東武建設㈱では、真岡市において工場の増
設工事を受注するなど、増収に努めました。 

その他事業全体として、営業収益は34,817百万円（前年同期比3.7％減）、営業利益は1,432百万円（前
年同期比1.4％増）となりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、マンション販売等による分譲土地建物の減少や減価償却の進行
による建物及び構築物の減少、および時価下落による投資有価証券の減少があったこと等により1,413,711百
万円となり、前連結会計年度末と比べ23,843百万円（前期比1.7％減）の減少となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金や設備投資関係等の未払金、借入金が減少したこと等により1,137,369百万円
となり、前連結会計年度末と比べ26,157百万円（前期比2.2％減）の減少となりました。 

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等によ
り276,342百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,313百万円（前期比0.8％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、平成23年10月24日付「業績予想の修正に関
するお知らせ」にて発表いたしましたとおり、東日本大震災の影響に伴う出控えや消費の冷え込み、および
電気事業法による電力使用制限に伴う営業活動の制約等により極めて厳しい経営環境が続いておりました
が、一部で風評被害の影響はあるものの、震災の影響は概ね収束に向かっており、鉄道業および流通業を中
心に前回予想を上回る見通しとなり、営業収益は538,000百万円（前回予想比0.9％増）を見込んでおりま
す。また、営業利益は増収効果のほか、経費削減等により27,000百万円（前回予想比50.0％増）、経常利益
は22,000百万円（前回予想比76.0％増）、当期純利益は12,000百万円（前回予想比46.3％増）を見込んでお
ります。 

なお、セグメント別の通期連結業績予想につきましては、Ｐ.９「４．補足情報（１）セグメント別概況」
をご覧下さい。 
※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もと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。 

  

該当事項はありません。  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

（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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 26,070 21,194

受取手形及び売掛金 38,869 36,307

分譲土地建物 54,531 45,817

その他 36,842 32,719

貸倒引当金 △758 △686

流動資産合計 155,555 135,351

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 479,179 472,590

土地 493,864 493,318

その他（純額） 182,623 191,192

有形固定資産合計 1,155,668 1,157,100

無形固定資産 19,658 19,293

投資その他の資産

投資有価証券 53,723 50,627

その他 55,776 53,997

貸倒引当金 △2,828 △2,658

投資その他の資産合計 106,672 101,966

固定資産合計 1,281,999 1,278,360

資産合計 1,437,555 1,413,711
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 27,538 22,102

短期借入金 78,710 78,425

1年内返済予定の長期借入金 67,041 89,190

1年内償還予定の社債 12,950 33,650

引当金 6,185 8,832

その他 127,637 114,877

流動負債合計 320,063 347,078

固定負債

社債 137,070 115,970

長期借入金 492,302 464,729

退職給付引当金 31,850 32,120

その他の引当金 1,417 1,115

その他 166,353 163,695

固定負債合計 828,994 777,630

特別法上の準備金

特定都市鉄道整備準備金 14,468 12,660

特別法上の準備金合計 14,468 12,660

負債合計 1,163,526 1,137,369

純資産の部

株主資本

資本金 102,135 102,135

資本剰余金 70,405 70,401

利益剰余金 57,349 61,145

自己株式 △3,337 △3,331

株主資本合計 226,553 230,351

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,409 811

土地再評価差額金 30,014 30,099

その他の包括利益累計額合計 32,424 30,911

少数株主持分 15,051 15,079

純資産合計 274,029 276,342

負債純資産合計 1,437,555 1,413,711
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業収益 276,728 263,489

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 201,546 193,720

販売費及び一般管理費 59,996 56,057

営業費合計 261,542 249,778

営業利益 15,185 13,711

営業外収益

受取配当金 3,083 3,013

保険配当金 575 553

その他 1,744 1,809

営業外収益合計 5,403 5,376

営業外費用

支払利息 6,529 6,360

その他 1,079 452

営業外費用合計 7,608 6,812

経常利益 12,980 12,275

特別利益

工事負担金等受入額 174 2,091

特定都市鉄道整備準備金取崩額 1,808 1,808

その他 591 403

特別利益合計 2,574 4,303

特別損失

固定資産除却損 1,097 823

固定資産圧縮損 172 2,091

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,265 －

災害による損失 － 397

その他 1,075 1,058

特別損失合計 3,611 4,371

税金等調整前四半期純利益 11,943 12,206

法人税、住民税及び事業税 8,325 7,784

法人税等調整額 △3,015 △2,239

法人税等合計 5,309 5,545

少数株主損益調整前四半期純利益 6,633 6,661

少数株主利益 898 40

四半期純利益 5,735 6,621
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四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 6,633 6,661

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,350 △1,587

持分法適用会社に対する持分相当額 △19 △16

その他の包括利益合計 △4,370 △1,603

四半期包括利益 2,263 5,058

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,369 5,023

少数株主に係る四半期包括利益 894 34
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 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更
及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤
謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用してお
ります。 

  

  

（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。 
  

  

（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。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 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）追加情報

（５）セグメント情報

Ⅰ 前第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）

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

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

103,684 33,650 12,735 101,894 24,762 276,728 ― 276,728

(2) セグメント間 
  の内部営業収 
  益又は振替高

1,557 1,125 8,390 1,033 11,377 23,484 △23,484 ―

計 105,241 34,776 21,126 102,928 36,140 300,213 △23,484 276,728

セグメント利益 
又は損失（△）

11,880 176 1,259 571 1,413 15,301 △115 15,185

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

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

99,192 26,496 20,110 94,819 22,871 263,489 ― 263,489

(2) セグメント間 
  の内部営業収 
  益又は振替高

1,389 1,003 8,071 1,004 11,946 23,415 △23,415 ―

計 100,581 27,499 28,181 95,824 34,817 286,905 △23,415 263,489

セグメント利益 
又は損失（△）

10,709 △1,303 3,287 △481 1,432 13,645 65 13,711

（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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（通期連結業績予想）（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 
  
（通期個別業績予想）（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 
  

４．補足情報

（１）セグメント別概況

科目
前回発表予想

今回発表予想 比較増減額 比較増減率
（平成23年５月20日）

百万円 百万円 百万円 ％

営業収益

運輸事業 196,800 202,200 5,400 2.7

レジャー事業 58,200 57,800 △400 △0.7

不動産事業 55,500 53,900 △1,600 △2.9

流通事業 198,800 201,700 2,900 1.5

その他事業 75,100 73,800 △1,300 △1.7

計 584,400 589,400 5,000 0.9

調整額 △51,400 △51,400 - -

 連結財務諸表計上額 533,000 538,000 5,000 0.9

セグメント利益 
又は損失（△）

運輸事業 13,800 20,300 6,500 47.1

レジャー事業 △2,000 △1,500 500 -

不動産事業 5,500 5,300 △200 △3.6

流通事業 △700 900 1,600 -

その他事業 1,900 2,100 200 10.5

計 18,500 27,100 8,600 46.5

調整額 △500 △100 400 -

 連結財務諸表計上額 18,000 27,000 9,000 50.0

科目
前回発表予想

今回発表予想 比較増減額 比較増減率
（平成23年５月20日）

百万円 百万円 百万円 ％

 営業収益

鉄道事業 147,000 152,000 5,000 3.4

開発事業 62,000 61,000 △1,000 △1.6

合計 209,000 213,000 4,000 1.9

 営業利益

鉄道事業 12,500 18,400 5,900 47.2

開発事業 4,500 4,600 100 2.2

合計 17,000 23,000 6,000 35.3
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（決算） 

 
  

（業績予想） 

 
※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。 

  

  

  

（２）鉄道事業旅客収入及び旅客人員表（個別）

前第２四半期 当第２四半期

比較増減率自 平成22年４月１日 自 平成23年４月１日

至 平成22年９月30日 至 平成23年９月30日

旅

客

収

入

定期外 38,153百万円 35,649百万円 △6.6％

定 期 33,050百万円 32,235百万円 △2.5％

合 計 71,204百万円 67,884百万円 △4.7％

旅

客

人

員

定期外 151,434千人 145,635千人 △3.8％

定 期 292,032千人 286,704千人 △1.8％

合 計 443,466千人 432,339千人 △2.5％

前期実績 通期予想

比較増減率自 平成22年４月１日 自 平成23年４月１日

至 平成23年３月31日 至 平成24年３月31日

旅

客

収

入

定期外 74,431百万円 72,723百万円 △2.3％

定 期 64,780百万円 63,579百万円 △1.9％

合 計 139,211百万円 136,302百万円 △2.1％

旅

客

人

員

定期外 296,704千人 295,527千人 △0.4％

定 期 566,383千人 559,512千人 △1.2％

合 計 863,087千人 855,039千人 △0.9％
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