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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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）

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 ％

25年3月期第3四半期 770,698 △3.2 47,828 △17.6 46,403 △20.3 28,321 △9.0

24年3月期第3四半期 796,410 △7.6 58,042 6.0 58,240 12.3 31,139 35.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 28,402百万円 （△7.7％） 24年3月期第3四半期 30,774百万円 （35.8％）

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

25年3月期第3四半期 22.57 22.54
24年3月期第3四半期 24.87 24.81

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 1,964,103 473,320 23.0
24年3月期 1,984,591 441,920 21.7

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  451,304百万円 24年3月期  431,043百万円

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

24年3月期 ― 3.00 ― 3.50 6.50
25年3月期 ― 3.50 ―

25年3月期（予想） 3.50 7.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25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 1,062,500 △2.9 52,000 △5.5 47,800 △11.6 33,000 △8.1 26.30



(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 

（注） 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「２． サマリー 
   情報（注記事項）に関する事項 （１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 自己株式に含めている従業員持株会信託口が保有する当社株式数は以下のとおりであります。 
      25年３月期第３四半期 ：3,528,000 株    24年３月期 ：5,560,000 株    

※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、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表のレビュー手続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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 
 業績予想に関する事項は、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。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法について） 
 「2013年３月期 第３四半期 決算概況資料」は、本日（平成25年２月８日)、当社ホームページに掲載するとともに、ＴＤｎｅｔで開示しております。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 1,263,525,752 株 24年3月期 1,263,525,752 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 7,928,835 株 24年3月期 9,821,654 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 1,254,626,289 株 24年3月期3Q 1,252,108,190 株



（参考）個別業績予想
平成25年3月期の個別業績予想(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(％表示は、対前期増減率)

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 258,000 4.3 37,400 △1.7 30,900 △0.6 25,700 △4.7 20.46

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

経常利益 当期純利益売上高 営業利益
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当社（連結子会社を含む）は、将来の持続的成長に必要な収支構造の変革等を着実に図りながら、引き続き積

極的な営業活動と経費節減の両立に努めてまいりました。 

当第３四半期連結累計期間の営業収益は、東日本大震災による影響の反動増や、渋谷ヒカリエの開業効果など

があったものの、東急車輛製造㈱の事業譲渡による減少により、7,706億９千８百万円（前年同期比3.2％減）、

営業利益は、当社及び西豪州子会社における不動産販売の減少などにより、478億２千８百万円（同17.6％減）と

なりました。経常利益は、持分法による投資利益の減少などにより、464億３百万円（同20.3％減）、四半期純利

益は、283億２千１百万円（同9.0％減）となりました。 

セグメントの業績は以下のとおりであり、各セグメントの営業収益は、セグメント間の内部営業収益又は振替

高を含んで記載しております。なお、各セグメントの営業利益をセグメント利益としております。 

また、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同期比較について

は、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 

  

交通事業では、当社の鉄軌道業において、当第３四半期連結累計期間における輸送人員は、東日本大震災に

よる影響の反動増や、渋谷ヒカリエの開業効果などにより、定期で2.2％、定期外で2.7％増加し、全体でも

2.4％の増加となりました。 

鉄道業の伊豆急行㈱やバス業の東急バス㈱においても、東日本大震災による影響の反動増によって輸送人員

が増加したことなどにより、営業収益は1,402億９千２百万円（同1.7％増）となったものの、当社の鉄軌道業

において、運転動力費が増加したことなどにより、営業利益は284億６千万円（同0.2％減）となりました。 

  

（当社の鉄軌道業の営業成績） 

 
（注） 乗車効率の算出方法 

 
  

不動産事業では、当社の不動産賃貸業において、渋谷ヒカリエの開業などによる賃貸収入の増加があったも

のの、当社及び西豪州子会社の不動産販売業において、前年同期に大規模な土地販売が行われた反動があった

ことなどにより、営業収益は1,050億４千１百万円（同6.8％減）、営業利益は128億７千３百万円（同47.3％

減）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

①  交通事業

種別 単位
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

23.４.１～23.12.31 24.４.１～24.12.31

営業日数 日 275 275

営業キロ程 キロ 104.9 104.9

客車走行キロ 千キロ 99,712 105,395

輸送人員

定期外 千人 326,739 335,447

定期 千人 476,615 486,998

計 千人 803,354 822,445

旅客運輸収入

定期外 百万円 53,208 54,631

定期 百万円 42,961 43,790

計 百万円 96,169 98,421

運輸雑収 百万円 12,896 12,444

収入合計 百万円 109,065 110,865

一日平均旅客運輸収入 百万円 350 358

乗車効率 ％ 53.7 52.0

乗車効率 ＝
輸送人員

×
平均乗車キロ

×  100
客車走行キロ 平均定員

②  不動産事業
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生活サービス事業では、百貨店業の㈱東急百貨店における東日本大震災による影響の反動増や、渋谷ヒカリ

エにＳｈｉｎＱｓが開業したことなどにより、営業収益は3,839億３百万円（同1.3％増）となりました。しか

しながら、チェーンストア業の㈱東急ストアにおいて、消費の低迷に加え粗利益率の改善が進まず、営業利益

は35億２千３百万円（同27.8％減）となりました。 

  

ホテル・リゾート事業では、ホテル業の㈱東急ホテルズにおいて、東日本大震災による影響の反動増に加

え、積極的な営業活動を行った結果、客室稼働率が大幅に改善し、営業収益は676億６千７百万円（同7.6％

増）、営業利益は14億５千２百万円（前年同期は17億３千６百万円の営業損失）となりました。 

  

ビジネスサポート事業では、鉄道車両関連事業の東急車輛製造㈱の事業譲渡を行ったことなどにより、営業

収益は1,259億９千５百万円（同20.0％減）、営業利益は11億５千２百万円（同41.5％減）となりました。 

なお、事業譲渡の詳細は、平成23年10月27日開示の「子会社の事業の譲渡に関するお知らせ」をご覧くださ

い。 

  

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、東急車輛製造㈱の事業譲渡などにより、前期末から204億８千

７百万円減少の１兆9,641億３百万円となりました。 

（負債） 

負債につきましては、有利子負債（※）が、前期末から179億７千万円減少の１兆180億４千４百万円となった

ことや、東急車輛製造㈱の事業譲渡などにより、前期末から518億８千８百万円減少の１兆4,907億８千３百万円

となりました。 

（純資産） 

純資産につきましては、四半期純利益の計上や少数株主持分の増加などにより、前期末から314億円増加の

4,733億２千万円となりました。 

  

※ 有利子負債：借入金、社債、コマーシャル・ペーパーの合計 

  

通期の連結業績予想につきましては、営業収益を１兆625億円（前回予想比0.1％減）、営業利益520億円（同

2.0％増）、経常利益478億円（同6.2％増）、当期純利益330億円（同17.9％増）と、平成24年11月９日に公表し

ました業績予想から変更しております。 

  

※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。 

  

  

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益はそれぞれ753百万円増加しております。 

  

③  生活サービス事業

④  ホテル・リゾート事業

⑤  ビジネスサポート事業

（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（注記事項）に関する事項

（１）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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,091 28,249

受取手形及び売掛金 119,041 109,094

商品及び製品 17,321 19,416

分譲土地建物 48,855 51,289

仕掛品 24,711 13,721

原材料及び貯蔵品 7,218 5,457

繰延税金資産 11,450 6,984

その他 33,088 30,955

貸倒引当金 △965 △952

流動資産合計 292,813 264,217

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 632,524 655,636

機械装置及び運搬具（純額） 59,808 54,128

土地 560,781 558,600

建設仮勘定 161,802 165,231

その他（純額） 18,491 18,082

有形固定資産合計 1,433,408 1,451,680

無形固定資産 27,961 26,891

投資その他の資産   

投資有価証券 107,368 108,679

繰延税金資産 25,840 21,430

その他 99,447 93,380

貸倒引当金 △2,249 △2,174

投資その他の資産合計 230,407 221,314

固定資産合計 1,691,777 1,699,886

資産合計 1,984,591 1,964,103

東京急行電鉄㈱ (9005) 平成25年３月期　第３四半期決算短信

- 4 -



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 97,851 85,175

短期借入金 263,242 257,355

コマーシャル・ペーパー 8,000 －

1年内償還予定の社債 22,000 17,800

未払法人税等 4,925 3,725

引当金 21,088 10,532

前受金 35,474 39,225

その他 106,963 93,856

流動負債合計 559,546 507,670

固定負債   

社債 224,800 230,138

長期借入金 517,972 512,751

退職給付引当金 30,306 27,424

その他の引当金 3,184 2,975

長期預り保証金 111,514 111,758

繰延税金負債 26,963 26,702

再評価に係る繰延税金負債 9,922 9,922

負ののれん 4,230 2,180

その他 30,940 35,447

固定負債合計 959,834 959,301

特別法上の準備金   

特定都市鉄道整備準備金 23,290 23,811

負債合計 1,542,671 1,490,783

純資産の部   

株主資本   

資本金 121,724 121,724

資本剰余金 140,503 140,449

利益剰余金 169,915 189,502

自己株式 △4,525 △3,739

株主資本合計 427,618 447,938

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,449 58

繰延ヘッジ損益 38 38

土地再評価差額金 9,873 9,807

為替換算調整勘定 △5,038 △6,538

その他の包括利益累計額合計 3,424 3,366

少数株主持分 10,877 22,016

純資産合計 441,920 473,320

負債純資産合計 1,984,591 1,964,103
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業収益 796,410 770,698

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 594,616 580,071

販売費及び一般管理費 143,751 142,798

営業費合計 738,368 722,869

営業利益 58,042 47,828

営業外収益   

受取利息 382 235

受取配当金 1,154 1,090

負ののれん償却額 2,592 2,582

持分法による投資利益 5,810 3,694

その他 3,553 3,570

営業外収益合計 13,493 11,173

営業外費用   

支払利息 11,342 10,583

その他 1,953 2,016

営業外費用合計 13,295 12,599

経常利益 58,240 46,403

特別利益   

工事負担金等受入額 1,608 1,156

特定都市鉄道整備準備金取崩額 1,420 1,420

その他 2,090 935

特別利益合計 5,118 3,512

特別損失   

工事負担金等圧縮額 830 994

特定都市鉄道整備準備金繰入額 1,895 1,940

子会社株式売却損 － 2,258

事業譲渡損失引当金繰入額 3,900 －

その他 4,055 1,357

特別損失合計 10,681 6,551

税金等調整前四半期純利益 52,678 43,364

法人税等 20,644 14,127

少数株主損益調整前四半期純利益 32,034 29,236

少数株主利益 894 915

四半期純利益 31,139 28,321
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 32,034 29,236

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,971 1,190

繰延ヘッジ損益 4 0

土地再評価差額金 1,320 －

為替換算調整勘定 △820 △2,315

持分法適用会社に対する持分相当額 207 291

その他の包括利益合計 △1,259 △833

四半期包括利益 30,774 28,402

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 29,810 28,320

少数株主に係る四半期包括利益 963 82
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第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） 

「Ⅱ 当第３四半期連結累計期間 ２．報告セグメントの変更等に関する事項」に記載のとおりでありま

す。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

 
（注）１．セグメント利益の調整額366百万円は、セグメント間取引消去額であります。 

２．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。 

３．当第３四半期連結累計期間において、当社及び連結子会社である東急車輛製造㈱は、同社及び連結子会社

である東急車輛特装㈱（東急車輛製造㈱の100％子会社）の営む３事業を譲渡いたしました。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（セグメント情報）

１．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

（単位：百万円）

報告セグメント

計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

交通 
事業

不動産 
事業

生活 
サービス 
事業

ホテル・ 
リゾート 
事業

ビジネス 
サポート 
事業

営業収益

外部顧客への営業収益 139,839 80,264 379,052 67,265 104,276 770,698 － 770,698

セグメント間の内部営業収益 
又は振替高

453 24,776 4,850 402 21,719 52,201 △52,201 －

    計 140,292 105,041 383,903 67,667 125,995 822,899 △52,201 770,698

セグメント利益 28,460 12,873 3,523 1,452 1,152 47,462 366 47,828
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第１四半期連結会計期間より報告セグメントを、従来の「交通事業」、「不動産事業」、「リテール

事業」、「レジャー・サービス事業」、「ホテル事業」及び「その他事業」の６区分から、「交通事

業」、「不動産事業」、「生活サービス事業」、「ホテル・リゾート事業」及び「ビジネスサポート事

業」の５区分に変更しております。 

この変更は、当連結会計年度を初年度とする中期３か年経営計画において、消費者向けの小売事業

や、カード事業、ケーブルテレビ事業、カルチャー事業、スポーツ事業などを合わせ、新たに「生活サ

ービス事業」を創設し、従来の「交通事業」、「不動産事業」を含めた３つをコア事業としたほか、従

来の「ホテル事業」にゴルフ業等を合わせた「ホテル・リゾート事業」、従来の「その他事業」に広告

業を合わせた「ビジネスサポート事業」を創設するなど、事業区分の再編を行ったことによるものであ

ります。なお、従来「リテール事業」の区分にあったショッピングセンター業は「不動産事業」に含め

ております。 

この結果、各報告セグメントの主要な事業内容は以下のとおりとなりました。 

交通事業………………………… 鉄軌道業、バス業 

不動産事業……………………… 販売業、賃貸業、管理業、ショッピングセンター業 

生活サービス事業……………… 百貨店業、チェーンストア業、ケーブルテレビ事業 

ホテル・リゾート事業………… ホテル業、ゴルフ業 

ビジネスサポート事業………… 広告業、商社業 

  

なお、当該セグメント変更を反映した前第３四半期連結累計期間の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は以下のとおりであります。 

 
（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△13百万円は、セグメント間取引消去額であります。 

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。 

  

また、「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）会計方針の変更・会計上の見積りの変

更・修正再表示」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４

月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しており

ます。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益が、「交通事業」で

122百万円、「不動産事業」で584百万円、「生活サービス事業」で41百万円、「ホテル・リゾート事

業」で０百万円、「ビジネスサポート事業」で４百万円それぞれ増加しております。 

  

  

  

2013年３月期 第３四半期 決算概況資料 

上記資料は、本日（平成25年２月８日）、当社ホームページに掲載するとともに、ＴＤｎｅｔで開示しております。

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項

（単位：百万円）

報告セグメント

計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

交通 
事業

不動産 
事業

生活 
サービス 
事業

ホテル・ 
リゾート 
事業

ビジネス 
サポート 
事業

営業収益

外部顧客への営業収益 137,495 90,201 374,463 62,537 131,713 796,410 － 796,410

セグメント間の内部営業収益 
又は振替高

503 22,531 4,699 328 25,752 53,816 △53,816 －

    計 137,998 112,733 379,162 62,866 157,466 850,226 △53,816 796,410

セグメント利益又は損失(△) 28,515 24,422 4,882 △1,736 1,970 58,056 △13 58,042

○同日開示資料
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