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（単位 ： 百万円）

2013年度第１四半期決算 連結損益比較表（サマリー）

2013年度
1Q累計

2012年度
1Q累計

比較増減 増減率 備考

160,565 170,740 △10,174 △6.0%

26,401 28,935 △2,534 △8.8%

うち、減価償却費 13,254 13,058 ＋195 ―

営業外収益 2,928 2,913 ＋15 ―

うち、受取利息
　　及び配当金（A）

774 697 ＋77 ―

営業外費用 4,593 5,200 △607 ―

うち、支払利息（B） 4,297 4,914 △617 ―

うち、金融収支（A-B） △3,522 △4,216 ＋694 ―

24,736 26,648 △1,911 △7.2%

特別利益 8,642 193 ＋8,448 ― 固定資産売却益＋8,040

特別損失 499 2,689 △2,189 ― 事業整理損失引当金繰入額△2,278

20,190 15,305 ＋4,885 ＋31.9%

次ページ参照

科　目

経常利益

四半期純利益

営業収益

営業利益
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都市交通 不動産
ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ・
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

旅行 国際輸送 ホテル その他 調整額 連結

営業収益

　2013年度1Q累計 58,099 43,854 27,285 8,859 8,896 15,976 5,479 △7,886 160,565

　2012年度1Q累計 62,185 49,739 25,196 10,249 9,339 16,079 5,676 △7,726 170,740

差　　引 △4,086 △5,884 ＋2,088 △1,389 △442 △103 △197 △160 △10,174

営業利益

　2013年度1Q累計 11,348 9,094 5,733 550 222 391 △72 △866 26,401

　2012年度1Q累計 10,863 10,939 4,625 2,442 732 149 △165 △652 28,935

差　　引 ＋485 △1,845 ＋1,107 △1,892 △509 ＋241 ＋92 △214 △2,534

不動産事業において、マンション分譲戸数が減少したほか、都市交通

事業において、書店事業を外部化したことや、旅行事業において、中

国・韓国方面の集客が減少していること等により、連結全体で減収と

なった。

主に左記減収要因等により、減益となった。

（単位 ： 百万円）

セグメント別営業成績（サマリー）

※2013年度1Qより、報告セグメントを従来の「都市交通」、「不動産」、「エンタテインメント・コミュニケーション」、「旅行・国際輸送」、「ホテル」及び「流通」の６区分から、

「都市交通」、「不動産」、「エンタテインメント・コミュニケーション」、「旅行」、「国際輸送」及び「ホテル」の６区分に変更している。
なお、比較期である2012年度1Qのセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成している。
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都市交通セグメント

＋485
△4,086

比較増減

＋4.5%10,86311,348営業利益

△6.6%62,18558,099営業収益

増減率2012年度1Q累計2013年度1Q累計

不動産セグメント

△1,845
△5,884

比較増減

△16.9％10,9399,094営業利益

△11.8％49,73943,854営業収益

増減率2012年度1Q累計2013年度1Q累計

(単位：百万円)

(単位：百万円)

マンション分譲戸数の減少（△178戸：前第１四半期409戸※ →当第１四半期231戸※）等により、減収・減益

なお、当第１四半期のマンション販売状況は概ね当初想定どおりである

※ 阪急不動産・阪急電鉄の持分戸数合計

書店事業を外部化したこと等により全体では減収となったものの、鉄道事業において、阪急百

貨店うめだ本店及びグランフロント大阪の開業等により、阪急線・阪神線が好調に推移し、増益
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《阪急電鉄》　

2013年度1Q累計 2012年度1Q累計 比較増減 2013年度1Q累計 2012年度1Q累計 比較増減
百万円 百万円 百万円 千人 千人 千人

定期外 15,483 15,315 ＋168 ＋1.1% 78,812 78,090 ＋722 ＋0.9%

定期 7,987 7,826 ＋161 ＋2.1% 82,305 80,802 ＋1,503 ＋1.9%

　うち通勤 6,712 6,570 ＋142 ＋2.2% 54,630 53,488 ＋1,142 ＋2.1%

　うち通学 1,275 1,256 ＋19 ＋1.5% 27,674 27,313 ＋361 ＋1.3%

合計 23,471 23,141 ＋329 ＋1.4% 161,118 158,892 ＋2,225 ＋1.4%

《阪神電気鉄道》

2013年度1Q累計 2012年度1Q累計 比較増減 2013年度1Q累計 2012年度1Q累計 比較増減
百万円 百万円 百万円 千人 千人 千人

定期外 5,104 5,018 ＋86 ＋1.7% 28,245 28,119 ＋125 ＋0.4%

定期 2,781 2,741 ＋40 ＋1.5% 28,973 28,520 ＋453 ＋1.6%

　うち通勤 2,463 2,426 ＋37 ＋1.5% 22,451 22,092 ＋359 ＋1.6%

　うち通学 318 314 ＋3 ＋1.0% 6,522 6,427 ＋94 ＋1.5%

合計 7,885 7,759 ＋126 ＋1.6% 57,219 56,639 ＋579 ＋1.0%

増減率 増減率

収  入 人  員

収  入 人  員

増減率増減率

《都市交通》 鉄道運輸成績

（注） １．収入は百万円未満を、人員は千人未満をそれぞれ切り捨てて表示している。

２．阪急電鉄の定期外収入・人員には、ＰｉＴａＰａ区間指定割引運賃適用の収入・人員を含んでいる。

３．阪急電鉄・阪神電気鉄道ともに、第１種鉄道事業及び第２種鉄道事業の合計である。
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ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝセグメント

タイガースグッズの販売が好調に推移したことや、宝塚歌劇雪組公演「ベルサイユのばら－

フェルゼン編－」が好調であったこと等により、増収・増益

＋1,107
＋2,088

比較増減

＋23.9％4,6255,733営業利益

＋8.3％25,19627,285営業収益

増減率2012年度1Q累計2013年度1Q累計

旅行セグメント

海外旅行において主軸の欧州方面、及び国内旅行は堅調に推移したものの、前年の秋口以

降、中国・韓国方面の集客が減少していること等により、減収・減益

△1,892

△1,389

比較増減

△77.5％2,442550営業利益

△13.6％10,2498,859営業収益

増減率2012年度1Q累計2013年度1Q累計

(単位：百万円)

(単位：百万円)
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国際輸送セグメント

△509

△442

比較増減

△69.6％732222営業利益

△4.7％9,3398,896営業収益

増減率2012年度1Q累計2013年度1Q累計

ホテルセグメント

＋241

△103

比較増減

＋161.5 ％149391営業利益

△0.6％16,07915,976営業収益

増減率2012年度1Q累計2013年度1Q累計

(単位：百万円)

(単位：百万円)

欧州経済の停滞が長引いたほか、中国における日系企業の輸出入の減少等により、依然
として物流需要が低迷し、減収・減益

高知新阪急ホテル等から撤退したことにより、減収となるものの、宿泊部門が好調に推移
したこともあり、増益
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2,281,007

2,006,234

274,773

2012年度末 備 考比較増減2013年度1Q末科 目

△5,0402,275,967資産合計

有形・無形固定資産 ＋13,500＋15,6782,021,913固定資産

受取手形及び売掛金 △17,783△20,719254,053流動資産

（資産の部）

連結貸借対照表（資産）

（単位 ： 百万円）
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（単位 ： 百万円)

△5,040

＋19,387

＋347

＋96

＋5,080

＋13,862

△24,428

△5,399

△19,029

比較増減

112208新株予約権

その他有価証券評価差額金＋4,683 など6,99912,079その他の包括利益累計額

四半期純利益20,190－支払配当6,333 など552,400566,263株主資本

1,129,7121,124,313固定負債

（純資産の部）

13,64213,990少数株主持分

573,154592,542純資産合計

備 考2012年度末2013年度1Q末科 目

2,281,0072,275,967負債純資産合計

1,707,8531,683,424負債合計

578,140559,111流動負債

（負債の部）

△19,081991,983972,902借入金

―122,000122,000社債

△12612,64912,523リース債務

△19,2071,126,6331,107,425連結有利子負債

比較増減2012年度末2013年度1Q末

営業キャッシュ・フローを有利子負債の
返済に充当したことによる減少 など

連結貸借対照表（負債／純資産）


