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

24年3月期第3四半期 398,811 △3.8 24,998 0.4 20,870 5.2 11,554 1.3
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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 16,719百万円 （75.3％） 23年3月期第3四半期 9,538百万円 （―％）

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3四半期 10.81 10.78
23年3月期第3四半期 13.38 12.62

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 1,414,089 285,303 19.1
23年3月期 1,437,555 274,029 18.0

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  270,149百万円 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
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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 
この四半期連結決算短信は、金融商品取引法にもと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あります。 

※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および合理的であると判断する一定の前提にもとづいており、実際の業績等
はさまざま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およ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3Q 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3Q 6,748,874 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3Q 1,068,798,724 株 23年3月期3Q 852,080,145 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、東日本大震災の影響により、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、一昨年10月に策定した「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
おいて積極的な営業活動を展開してまいりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は398,811百万円（前年同期比3.8％減）となりました
が、経費節減に努めたこと等により営業利益は24,998百万円（前年同期比0.4％増）、経常利益は20,870百万円
（前年同期比5.2％増）、四半期純利益は11,554百万円（前年同期比1.3％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。 
営業面では、特急券と「東武東京メトロパス」を同時購入の場合、または特急券チケットレスサービスを

利用して平日通勤時間帯の特急列車をご利用の場合に、通常特急料金の２割引でご利用いただける特急料金
割引キャンペーンを行い、特急列車の需要喚起を図りました。 

また、本年５月22日の東京スカイツリータウン®開業に向け、浅草・東京スカイツリータウンと、日光・鬼
怒川地区を結ぶ当社の魅力を国内外に伝えるべくさまざまな施策を展開いたしました。日光・鬼怒川地区の
魅力を訴求するため、秋の紅葉や冬の雪まつり・雪見温泉をテーマにしたテレビＣＭを関東エリアのみなら
ず中部・甲信越エリアでも放映したほか、海外旅行会社・メディアとの商談会「VISIT JAPAN トラベルマー
ト2011」に出展し、外国人向け企画乗車券の営業等を行いました。さらに、特急スペーシアを順次リニュー
アルし、東京スカイツリーのライティングデザイン「雅」のイメージを取り入れた 初のリニューアル車両
が昨年12月29日よりデビューいたしました。 

そのほか、お客様への日頃の感謝の気持ちをこめて、昨年11月23日に森林公園検修区にて「東上線森林公
園ファミリーイベント」を、12月４日に南栗橋車両管区にて「2011東武ファンフェスタ」を開催いたしまし
た。 

安全面では、東日本大震災における対応状況を踏まえ、昨年９月１日に実施した防災訓練において、今後
の大規模地震に備え、ターミナル駅での避難誘導訓練等を行いました。また、11月22日には埼玉県内の各消
防機関と合同で異常時総合訓練を実施し、踏切障害事故発生時等の処置対応・避難誘導訓練を行いました。
当社では、不測の事態に備え、速やかにお客様の安全確保、救出・救護ができるように、かつ事故の早期復
旧対応ができるように定期的な訓練を行い、社員一人ひとりの知識・技能の向上を図るとともに、安全意識
の高揚に努めてまいります。さらに、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するとともに、ダ
イジェスト版を作成し各駅で配布しております。 

なお、昨夏の電気事業法第27条による電力使用制限終了後も、駅施設および車内照明の一部消灯など節電
への取り組みを継続中であり、当社としては今冬の使用 大電力の抑制期間（平成23年12月1日から平成24年
3月30日の平日）を含む当面の間、節電への取り組みを実施してまいります。 

バス業におきまして、東北急行バス㈱では、昨年８月１日から東京～仙台線の昼行便「ニュースター号」
を１日２往復に増便いたしました。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。また、東武バスグループでは、65歳以上のお客
様に対して、路線バスが全線乗り放題（日光地区は半額）になる「ラブリーパス」（有効期間は半年または
１年）を期間限定で発売しております。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図り
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151,916百万円（前年同期比3.3％減）となりましたが、主に
鉄道業において経費節減に努めた結果、営業利益は18,376百万円（前年同期比1.0％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、開園30周年の記念事業として
「ふれあい動物の森」がリニューアルオープンし、アルパカやワオキツネザルなどが新たに仲間入りいたし
ました。イベントとしましては、開園記念日に募金で入園が無料になるチャリティーイベントや、入園者数
4,000万人達成記念イベント、「花火イリュージョン2011夏」、および動物を模った造花や季節の花々で園内
を彩る「フラワーガーデン～動物トピアリーとコスモス畑～」を実施いたしました。30周年記念企画「あな
たの夢叶えます」では、お客様から当園での夢を募集し、オットセイショーの出演や飼育体験、アトラクシ
ョンの整備を実現いたしました。東武ワールドスクウェア㈱では、キャラクターショーや「鬼怒川温泉餃子
祭り」を行うなど、増収に努めました。 

また、震災における被災地支援の一環として、「負けるなニッポン！！子供たちに笑顔を！！！」を開催
し、東武動物公園と東武ワールドスクウェアではお子様の入園無料日を設定いたしました。 

ホテル業におきましては、「東武ホテルレバント東京」にて、館内レストラン２か所をリニューアルオー
プンいたしました。２階は広大なオープンキッチンが特徴のライブ感あふれるブッフェレストラン、 上階
は「東京スカイツリー」の眺望を活かしたレストラン＆バーとして営業形態を一新し、さらなる増収に努め
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、昨年11月４日に開業200日前イベント
を行い、東京スカイツリーの展望台等でスタッフが着用するユニフォームを発表いたしました。またギネス
世界記録™に「世界一高いタワー」として認定されるとともに、11月22日には第１展望台入場の団体予約を開
始いたしました。同社においては東京スカイツリーの理念や事業コンセプト等に賛同いただいた13社を東京
スカイツリーオフィシャルパートナーに決定いたしました。 

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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レジャー事業全体として、震災の影響は残るものの、ホテル業を中心に復調傾向にあることから営業収益

は44,203百万円（前年同期比15.8％減）、営業損失は399百万円（前年同期は1,071百万円の営業利益）とな
りました。 

  
（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
を図るため、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、新越谷駅ビル・草加駅ビル「ヴァ
リエ」をはじめ、各施設においてテナントの入れ替えを行い、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図るため、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、久喜市南栗橋等で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・運営体制等の整備を推進いたしました。また、昨年10月には「東京ソラ
マチ」の第１回営業説明会を実施するなど、開業に向けた出店企業者との調整・確認を鋭意実施いたしまし
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販売収入を計
上したこと等により営業収益は39,751百万円（前年同期比23.5％増）、営業利益は4,712百万円（前年同期比
75.1％増）となりました。 
  

（流通事業） 
流通業におきまして、㈱東武百貨店では人気の「秋の大北海道展」を開催し集客に努めたほか、昨年３月

より大規模改装を実施し、９月には大型専門店２店舗をオープンさせ、さらなる顧客対応力と競争力強化を
図りました。また、お客様もデザインの審査に参加する「みんなで選ぶ！東京スカイツリーレディスＴシャ
ツ商品化プロジェクト」（本年５月22日発売）をスタートいたしました。そのほか、㈱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、震災、台風の影響や、残暑による気温低下の遅れによる冬物衣料販売の不調等によ
り営業収益は146,514百万円（前年同期比5.4％減）、営業利益は50百万円（前年同期比95.4％減）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、茨城県取手市において新築分譲マンション建設工事を受注いたし
ました。また、東武谷内田建設㈱では板橋区において給水所整備工事を、東武緑地㈱では墨田区において公
園整備工事を、それぞれ完成いたしました。 

その他事業全体として、営業収益は51,307百万円（前年同期比4.1％減）、営業利益は2,193百万円（前年
同期比6.8％増）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、マンション販売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1,414,089百万円と
なり、前連結会計年度末と比べ23,466百万円（前期比1.6％減）の減少となりました。 

負債は、借入金や設備投資関係等の未払金が減少したこと等により1,128,785百万円となり、前連結会計年度
末と比べ34,740百万円（前期比3.0％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や法定実
効税率変更に伴う土地再評価差額金の増加等により285,303百万円となり、前連結会計年度末と比べ11,274百万
円（前期比4.1％増）の増加となりました。 

当第３四半期連結累計期間の経営成績につきましては、東日本大震災に起因する電力供給制限に伴う営業活
動の制約が緩和され、厳しい状況から緩やかな回復傾向にあります。また、昨今の経済情勢等、当社グループ
を取り巻く環境は依然として先行き不透明ではありますが、業績については概ね計画通り推移しております。
したがって、平成24年３月期通期連結業績予想につきましては、前回発表時（平成23年10月24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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 26,070 18,108

受取手形及び売掛金 38,869 39,846

分譲土地建物 54,531 43,426

その他 36,842 36,091

貸倒引当金 △758 △688

流動資産合計 155,555 136,783

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 479,179 467,476

土地 493,864 493,324

その他（純額） 182,623 192,775

有形固定資産合計 1,155,668 1,153,577

無形固定資産 19,658 18,967

投資その他の資産

投資有価証券 53,723 48,308

その他 55,776 59,052

貸倒引当金 △2,828 △2,599

投資その他の資産合計 106,672 104,761

固定資産合計 1,281,999 1,277,305

資産合計 1,437,555 1,414,089
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 27,538 25,397

短期借入金 78,710 84,039

1年内返済予定の長期借入金 67,041 87,026

1年内償還予定の社債 12,950 33,650

引当金 6,185 6,506

その他 127,637 113,891

流動負債合計 320,063 350,510

固定負債

社債 137,070 115,870

長期借入金 492,302 455,955

退職給付引当金 31,850 38,442

その他の引当金 1,417 1,145

その他 166,353 155,105

固定負債合計 828,994 766,519

特別法上の準備金

特定都市鉄道整備準備金 14,468 11,755

特別法上の準備金合計 14,468 11,755

負債合計 1,163,526 1,128,785

純資産の部

株主資本

資本金 102,135 102,135

資本剰余金 70,405 70,400

利益剰余金 57,349 63,280

自己株式 △3,337 △3,333

株主資本合計 226,553 232,483

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 △566

土地再評価差額金 30,014 38,232

その他の包括利益累計額合計 32,424 37,665

少数株主持分 15,051 15,154

純資産合計 274,029 285,303

負債純資産合計 1,437,555 1,414,089
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

営業収益 414,432 398,811

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 299,558 289,428

販売費及び一般管理費 89,984 84,384

営業費合計 389,543 373,813

営業利益 24,888 24,998

営業外収益

受取配当金 3,394 3,389

保険配当金 582 560

その他 2,219 2,120

営業外収益合計 6,196 6,070

営業外費用

支払利息 9,670 9,468

その他 1,575 729

営業外費用合計 11,245 10,198

経常利益 19,839 20,870

特別利益

工事負担金等受入額 227 2,138

特定都市鉄道整備準備金取崩額 2,712 2,712

その他 1,535 746

特別利益合計 4,476 5,598

特別損失

固定資産除却損 1,327 1,110

固定資産圧縮損 228 2,126

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 － 461

その他 1,800 1,610

特別損失合計 4,622 5,309

税金等調整前四半期純利益 19,693 21,159

法人税、住民税及び事業税 9,822 11,169

法人税等調整額 △2,892 △1,698

法人税等合計 6,929 9,470

少数株主損益調整前四半期純利益 12,764 11,688

少数株主利益 1,362 134

四半期純利益 11,401 11,554
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四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 12,764 11,688

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,195 △2,955

土地再評価差額金 － 8,006

持分法適用会社に対する持分相当額 △30 △19

その他の包括利益合計 △3,225 5,030

四半期包括利益 9,538 16,719

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 8,179 16,584

少数株主に係る四半期包括利益 1,358 135
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 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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

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

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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

149,798 42,852 27,518 144,929 33,713 398,811 ― 398,811

(2) セグメント間 
  の内部営業収 
  益又は振替高

2,117 1,351 12,232 1,585 17,593 34,880 △34,880 ―

計 151,916 44,203 39,751 146,514 51,307 433,692 △34,880 398,811

セグメント利益 
又は損失（△）

18,376 △399 4,712 50 2,193 24,933 64 24,998

（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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（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。 

４．補足情報

  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22年４月１日 自 平成23年４月１日

至 平成22年12月31日 至 平成23年12月31日

旅

客

収

入

定期外 57,302百万円 54,531百万円 △4.8％

定 期 49,012百万円 47,986百万円 △2.1％

合 計 106,314百万円 102,517百万円 △3.6％

旅

客

人

員

定期外 227,574千人 220,994千人 △2.9％

定 期 433,054千人 426,227千人 △1.6％

合 計 660,628千人 647,221千人 △2.0％
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