
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年11月2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） 千原 広司 TEL 045-319-2043
四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日 配当支払開始予定日 平成23年12月1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 （アナリスト・機関投資家向け）

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）

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2四半期 121,331 △3.2 8,092 5.2 5,654 13.7 1,809 △54.3
23年3月期第2四半期 125,356 △1.7 7,690 32.5 4,971 56.8 3,958 455.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,914百万円 （△41.2％） 23年3月期第2四半期 3,257百万円 （―％）

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 3.69 ―
23年3月期第2四半期 9.27 ―

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 522,164 67,410 12.8
23年3月期 545,538 66,723 12.2
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  67,096百万円 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 ― 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  ：  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 261,210 △0.6 15,300 △2.9 10,640 0.6 8,230 20.2 16.79

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2Q 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2Q 562,596 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2Q 490,165,282 株 23年3月期2Q 426,933,645 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四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に加えて欧州債務問

題及び米国経済の停滞に伴う景気後退懸念や円高の影響を受けることとなりました。雇用・所得環境は依然として

厳しい状況が続き、個人消費も弱い動きがみられるなど、景気の先行きは一段と不透明な状況となりました。 

このような状況下におきまして、当第２四半期連結累計期間の営業収益は、主に流通業や建設業における減収に

より1,213億３千１百万円（前年同期比3.2％減）となりましたが、営業利益は主に不動産分譲業における引渡戸数

の増加により80億９千２百万円（前年同期比5.2％増）、経常利益は56億５千４百万円（前年同期比13.7％増）と

なり、四半期純利益は、主に特別利益の減少により18億９百万円（前年同期比54.3％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)を導入し、９月には架線の点検を行う検測装置

を更新いたしました。さらに、相模鉄道本線（星川駅～天王町駅）連続立体交差工事を推進するとともに、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。 

また、政府による電力使用制限令の発動期間は列車の運行本数を一部減らした節電に伴う特別ダイヤで運行しま

した。 

運輸業全体における当第２四半期連結累計期間の営業収益は、主に東日本大震災の影響により198億８千７百万

円（前年同期比2.7％減）、営業利益は経費の減少等により37億３千４百万円（前年同期比4.7％増）となりまし

た。 

  

ｂ．建設業 

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

移いたしました。なお、相鉄ホーム㈱においては、同社を取巻く経営環境等から事業の見直しを行い、戸建住宅の

建築請負事業から撤退することといたしました。 

以上により、当第２四半期連結累計期間の営業収益は58億５千８百万円（前年同期比30.1％減）、営業損失は６

億７千８百万円（前年同期は１億１千５百万円の損失）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８店舗で改装を実施したほか、「さがみ野

店」（神奈川県海老名市）をはじめ合計５店舗で営業時間の延長を実施し、利便性の向上に努めました。また、毎

月２回開催している「ローゼン市」を６月からさらに強化する等販売促進に努めました。 

相鉄流通サービス㈱及び㈱ムーンでは、カラオケ店としては13店舗目となる「カラオケムーン大船店」（神奈川

県鎌倉市）を４月に新規開業し、また、相鉄流通サービス㈱及び㈱イストでは、相鉄線かしわ台駅改札外にコンビ

ニエンスストアとしては11店舗目となる「ファミリーマート相鉄かしわ台駅店」を７月に新規開業する等、事業基

盤の拡充と収益力の向上に努めました。 

流通業全体における当第２四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

閉鎖の影響や相鉄興産㈱の減収等により528億５千３百万円（前年同期比6.9％減）となりましたが、営業利益は主

に各社における経営改善効果等により１億５百万円（前年同期は１億８千９百万円の損失）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）、

「グレーシアパークス横浜関内」（横浜市中区）等の集合住宅や戸建住宅を合計394戸分譲いたしました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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㈱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。また、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魅力あるテナントを誘致する等、収益力の向

上に努めました。 

不動産業全体における当第２四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345

億４千４百万円（前年同期比8.1％増）、営業利益は51億７千２百万円（前年同期比21.5％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、和食レストラン「木の花」の一部改装、宴会場のカー

ペット張替及び一部客室階の改修を実施いたしました。 

宿泊特化型ホテルの開発・運営を手がける㈱相鉄イン開発・相鉄イン㈱では、多店舗化に向けて引続き検討を進

めております。 

  

（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２四半期連結会計期間末の総資産は、たな卸資産の減少等により前連結会計年度末に比べて233億７千３百

万円減少し、5,221億６千４百万円となりました。 

負債は、未払金の減少等により240億６千万円減少し、4,547億５千４百万円となりました。なお、有利子負債の

残高は、借入金・社債合わせまして3,223億３千３百万円となり、56億１千３百万円減少いたしました。 

純資産は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等により６億８千７百万円増加し、674億１千万円とな

りました。なお、自己資本比率は12.8％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

国内景気は、個人消費に一部持ち直しの動きが見られるものの、本格的な回復には至っていないなど予断を許さ

ない状況が続くと思われます。 

このような状況の中、当第２四半期累計期間の業績等を踏まえ通期連結業績予想につきましては、平成23年４月

28日に公表しました数値から変更しております。 

売上高は、主に建設業や不動産業における減収により2,612億１千万円（前回予想比5.5％減）、営業利益は153

億円（前回予想比5.6％減）、経常利益は106億４千万円（前回予想比6.2％減）といたしましたが、子会社である

横浜ケーブルビジョン㈱の株式譲渡に伴う特別利益の計上等を見込んでいることから、当期純利益は82億３千万円

（前回予想比17.9％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。  

   

（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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４．四半期連結財務諸表 
（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 13,252 7,960

受取手形及び売掛金 16,076 14,246

たな卸資産 47,593 41,109

繰延税金資産 4,472 6,153

その他 12,699 8,499

貸倒引当金 △678 △635

流動資産合計 93,416 77,333

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 187,335 183,701

機械装置及び運搬具（純額） 15,066 15,694

土地 180,704 181,625

建設仮勘定 7,049 7,082

その他（純額） 5,397 5,120

有形固定資産合計 395,553 393,224

無形固定資産   

のれん 3,416 3,255

借地権 1,746 1,746

その他 5,348 4,741

無形固定資産合計 10,512 9,743

投資その他の資産   

投資有価証券 7,425 7,566

長期貸付金 90 87

繰延税金資産 14,749 10,829

その他 24,312 23,843

貸倒引当金 △589 △518

投資その他の資産合計 45,988 41,808

固定資産合計 452,054 444,776

繰延資産   

株式交付費 67 54

繰延資産合計 67 54

資産合計 545,538 522,164
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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 15,356 11,113

短期借入金 81,811 70,675

1年以内償還社債 4,450 19,450

リース債務 620 672

未払法人税等 3,436 1,553

賞与引当金 2,587 2,446

その他の引当金 428 469

資産除去債務 105 42

その他 37,900 27,378

流動負債合計 146,695 133,801

固定負債   

社債 119,895 102,670

長期借入金 121,791 129,538

リース債務 1,391 1,338

繰延税金負債 1,027 349

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 21,046

長期預り敷金保証金 31,214 30,783

資産除去債務 1,488 1,499

その他 1,454 1,330

固定負債合計 332,119 320,953

負債合計 478,814 454,754

純資産の部   

株主資本   

資本金 38,803 38,803

資本剰余金 29,922 29,920

利益剰余金 3,997 4,581

自己株式 △218 △216

株主資本合計 72,503 73,087

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 1,602

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 △5,991

少数株主持分 375 313

純資産合計 66,723 67,410

負債純資産合計 545,538 522,164
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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 125,356 121,331

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 95,625 90,879

販売費及び一般管理費 22,039 22,358

営業費合計 117,665 113,238

営業利益 7,690 8,092

営業外収益   

受取利息 56 55

受取配当金 126 135

負ののれん償却額 40 －

受託工事事務費戻入 143 57

雑収入 212 247

営業外収益合計 579 495

営業外費用   

支払利息 3,073 2,768

雑支出 225 164

営業外費用合計 3,299 2,933

経常利益 4,971 5,654

特別利益   

固定資産売却益 6 18

投資有価証券売却益 1,010 －

工事負担金等受入額 3 －

補助金 5 5

貸倒引当金戻入額 336 －

移転補償金 462 －

退職給付制度改定益 130 79

退職給付過去勤務債務等償却額 842 －

その他 87 14

特別利益合計 2,886 118

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 321 206

固定資産圧縮損 61 5

投資有価証券評価損 25 229

関係会社株式交換損 － 74

減損損失 20 46

事業整理損 － 386

店舗閉鎖損失引当金繰入額 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 －
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（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) 

その他 9 196

特別損失合計 1,107 1,144

税金等調整前四半期純利益 6,749 4,628

法人税、住民税及び事業税 2,212 1,451

法人税等調整額 601 1,426

法人税等合計 2,814 2,878

少数株主損益調整前四半期純利益 3,935 1,750

少数株主利益 △22 △59

四半期純利益 3,958 1,809
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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 3,935 1,750

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △699 164

土地再評価差額金 21 －

その他の包括利益合計 △678 164

四半期包括利益 3,257 1,914

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,280 1,973

少数株主に係る四半期包括利益 △22 △59
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該当事項はありません。 

  

（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 
 19,742  6,100  56,171  30,378  12,962  125,356     ―  125,356

(2) セグメント間の

内部営業収益又

は振替高 

 692  2,284  610  1,588  4,793  9,969 (9,969)     ― 

計  20,435  8,384  56,782  31,966  17,756  135,325 (9,969)  125,356

セグメント利益   3,567  △115  △189  4,258  △47  7,472  218  7,690

  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 
 19,253  4,383  52,404  32,861  12,427  121,331  ―  121,331

(2) セグメント間の

内部営業収益又

は振替高 

 633  1,474  449  1,682  4,183  8,423 (8,423)  ― 

計  19,887  5,858  52,853  34,544  16,610  129,754 (8,423)  121,331

セグメント利益   3,734  △678  105  5,172  △339  7,994  98  8,092

（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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