
  

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 

  

２．配当の状況 

  

  

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） 
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  （百万円未満切捨て）

(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  374,697  △2.6  30,755  △6.2  24,385  △2.2  14,219  △8.7

23年３月期第３四半期  384,705  △4.1  32,792  4.0  24,944  4.8  15,575  13.7

（注）包括利益 24年３月期第３四半期 12,209百万円 ( ％)10.6 23年３月期第３四半期 11,044百万円 ( ％)－

  
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  19  70 ― 

23年３月期第３四半期  21  54 ― 

  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  1,293,839  214,512  16.4

23年３月期  1,276,437  207,181  16.0

（参考）自己資本 24年３月期第３四半期 211,716百万円 23年３月期 204,138百万円 

  
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 ―   3 00 ― 3 50  6  50

24年３月期 ―   3 00 ―     

24年３月期（予想）   3 50  6  50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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  504,600  △2.0  35,200  7.6  25,600  18.1  13,000  24.7  18  01

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



４．その他 

  

  

(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、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、現時点で得られた情報に基づいて算定しております。従って、実際の業績は業況の変化などにより
記載の予想とは異なる場合があります。 

業績予想に関する事項は、添付資料４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。 

(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

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 736,995,435 株 23年３月期 736,995,435株

②  期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 15,170,054 株 23年３月期 15,077,725株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 721,871,178 株 23年３月期３Ｑ 723,162,975株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）のわが国経済は、期首において、東日本

大震災による影響で大幅に景気が悪化いたしました。その後、景気改善に向けた動きが広がったものの、雇用・

所得環境は依然として低迷し、個人消費が停滞するなど、当社グループを取り巻く事業環境は総じて厳しい状況

で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループでは各事業にわたり積極的な営業活動を行いましたが、東日本大震災に

伴う電力不足による営業上の制約に加え、消費者心理の低迷の影響を受けたことなどから、営業収益は3,746億

９千７百万円と、前年同期に比べ100億７百万円の減少（前年同期比2.6％減）となりました。また、営業利益は

307億５千５百万円と、前年同期に比べ20億３千７百万円の減少（前年同期比6.2％減）となったほか、経常利益

は243億８千５百万円と、前年同期に比べ５億５千８百万円の減少（前年同期比2.2％減）となりました。これに

伴い、四半期純利益は142億１千９百万円と、前年同期に比べ13億５千６百万円の減少（前年同期比8.7％減）と

なりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

① 運輸業 

鉄道事業において上半期に電力供給不足に対応して運転本数の削減を実施したことや、観光需要を中心に旅客

の出控えや天候不良の影響を受けたことなどから、運輸業の営業収益は1,242億３千４百万円と、前年同期に比

べ43億４千６百万円の減少（前年同期比3.4％減）となりました。また、営業利益につきましても、219億９千７

百万円と、前年同期に比べ６億５千６百万円の減少（前年同期比2.9％減）となりました。 

  

(業種別営業成績表) 

  

② 流通業 

ストア業において新規店舗の開業などにより増収となったものの、百貨店業において計画停電に伴い営業時間

を短縮したことに加え、一部に回復の兆しは見えるものの依然として消費低迷の影響を受けていることなどか

ら、流通業の営業収益は1,656億９千１百万円と、前年同期に比べ32億７千６百万円の減少（前年同期比1.9％

減）となりました。しかしながら、営業利益につきましては、各社において費用の削減を進めていることなどか

ら、25億４千６百万円と、前年同期に比べ２億６千万円の増加（前年同期比11.4％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

業種別 

当第３四半期連結累計期間 
（23．４．１～23．12．31） 

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

鉄道事業  92,488 △3.4 

自動車運送事業 29,313 △0.8 

タクシー事業 2,249 △7.5 

航路事業 1,210 △26.0 

索道業 1,283 △17.7 

その他運輸業 737 △11.3 

消去 △3,047 ― 

営業収益計 124,234 △3.4 



(業種別営業成績表) 

  

③ 不動産業 

不動産分譲業において減収となったものの、不動産賃貸業において主要オフィスビルでテナントの入れ替えに

伴い賃貸収入が減少する一方で「経堂コルティ」などの新規賃貸施設の開業が寄与したことなどから、不動産業

の営業収益は418億６千２百万円と、前年同期に比べ４億９千２百万円の増加（前年同期比1.2％増）となりまし

た。しかしながら、営業利益につきましては、主要オフィスビルのテナント入れ替えの影響を受け、55億９千９

百万円と、前年同期に比べ20億３千９百万円の減少（前年同期比26.7％減）となりました。 

  

(業種別営業成績表) 

  

④ その他の事業 

ホテル業において外国人宿泊者の減少に伴い宿泊稼働率が低下したことなどにより減収となったほか、レスト

ラン飲食業などで消費低迷の影響を受けたことなどから、その他の事業の営業収益は664億３千５百万円と、前

年同期に比べ40億１千１百万円の減少（前年同期比5.7％減）となりました。しかしながら、各社において費用

の削減を進めていることなどから、営業利益につきましては、４億６千１百万円と、前年同期に比べ３億７千４

百万円の増加（前年同期比428.3％増）となりました。 

  

業種別 

当第３四半期連結累計期間 
（23．４．１～23．12．31） 

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

百貨店業 

小田急百貨店新宿店 64,304 △3.6 

小田急百貨店町田店 30,772 △4.0 

小田急百貨店藤沢店 11,219 △0.7 

その他 5,547 △0.5 

計 111,843 △3.2 

ストア業等 60,327 0.3 

消去 △6,479 ― 

営業収益計 165,691 △1.9 

業種別 

当第３四半期連結累計期間 
（23．４．１～23．12．31） 

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

不動産分譲業 14,097 △1.1 

不動産賃貸業 29,912 2.0 

その他 892 △5.3 

消去 △3,040 ― 

営業収益計 41,862 1.2 



(業種別営業成績表) 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は１兆2,938億３千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ174

億２百万円増加いたしました。これは、主に「新宿スバルビル」の取得に伴い、有形固定資産が増加したことな

どによるものであります。また、負債の部は１兆793億２千７百万円となり、前連結会計年度末と比べ、100億７

千万円増加いたしました。これは、借入金の増加などによるものであります。 

純資産の部は、2,145億１千２百万円となり、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことなどか

ら、前連結会計年度末と比べ73億３千１百万円増加いたしました。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当期の連結業績予想につきましては、第３四半期までの業績などを踏まえ平成23年10月28日に公表いたしまし

た業績予想を変更しております。 

当社を取り巻く事業環境は、運輸業において輸送人員が堅調に推移しているほか、流通業やその他の事業でも

一部に明るい兆しが見られるなど、緩やかに回復しつつある状況です。しかしながら、その一方で国内景気の先

行きについては依然として不透明な状況にあるものと考えております。 

このような状況を踏まえまして、営業収益につきましては、運輸業とその他の事業で見通しを引き上げており

ますが、住宅販売戸数の減少を見込む不動産業において見通しを引き下げることから、全体では5,046億円（前

期比2.0％減）と従来の予想を据え置いております。 

また、営業利益につきましては、運輸業、その他の事業に加え、継続的に費用削減を進めている流通業でも見

通しを引き上げ、全体では352億円（前期比7.6％増）と、従来の予想から８億円の上方修正を行っております。

これに伴い、経常利益につきましては256億円（前期比18.1％増）と、従来の予想から８億円の上方修正となり

ますが、当期純利益につきましては特別損失の計上などにより130億円（前期比24.7％増）と、従来の予想を据

え置いております。 

セグメント別の詳細につきましては、10ページ「３．補足情報（参考２）」をご参照ください。 

※業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しております。従って、実際の業績は業況の

変化などにより記載の予想とは異なる場合があります。 

  

業種別 

当第３四半期連結累計期間 
（23．４．１～23．12．31） 

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

ホテル業 

ハイアット リージェンシー
東京 6,969 △10.4 

ホテルセンチュリー静岡 2,283 △0.7 

小田急ホテルセンチュリー
サザンタワー 1,960 △17.5 

その他 6,074 △2.5 

計 17,287 △7.5 

レストラン飲食業 14,969 △6.4 

旅行業 4,513 △13.8 

ビル管理・メンテナンス業 13,872 △1.5 

その他 19,011 △3.5 

消去 △3,219 ― 

営業収益計 66,435 △5.7 



２．四半期連結財務諸表 
（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 22,961 21,779

受取手形及び売掛金 18,690 21,739

有価証券 20 20

商品及び製品 11,071 12,182

分譲土地建物 38,249 38,766

仕掛品 639 1,369

原材料及び貯蔵品 1,551 1,824

その他 27,966 31,925

貸倒引当金 △206 △204

流動資産合計 120,943 129,402

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 478,773 466,101

機械装置及び運搬具（純額） 63,980 59,436

土地 388,351 422,356

建設仮勘定 123,069 125,564

その他（純額） 12,458 10,895

有形固定資産合計 1,066,633 1,084,353

無形固定資産   

のれん 2,382 1,238

その他 13,672 12,411

無形固定資産合計 16,054 13,649

投資その他の資産   

投資有価証券 47,144 42,541

その他 26,396 24,654

貸倒引当金 △734 △762

投資その他の資産合計 72,806 66,433

固定資産合計 1,155,494 1,164,436

資産合計 1,276,437 1,293,839



（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 26,128 27,359

短期借入金 210,789 242,478

1年以内償還社債 30,000 45,000

未払法人税等 3,553 7,042

前受金 39,845 45,750

賞与引当金 7,174 4,452

商品券等引換引当金 823 694

その他の引当金 89 87

資産除去債務 37 52

その他 80,627 78,886

流動負債合計 399,068 451,805

固定負債   

社債 210,000 195,000

長期借入金 222,580 203,190

鉄道・運輸機構長期未払金 106,475 102,082

退職給付引当金 29,106 25,001

資産除去債務 1,360 1,353

受託工事長期前受金 27,548 31,887

その他 54,316 53,731

固定負債合計 651,387 612,246

特別法上の準備金   

特定都市鉄道整備準備金 18,800 15,275

特別法上の準備金合計 18,800 15,275

負債合計 1,069,256 1,079,327

純資産の部   

株主資本   

資本金 60,359 60,359

資本剰余金 58,566 58,555

利益剰余金 84,496 94,019

自己株式 △9,700 △9,735

株主資本合計 193,721 203,198

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,127 9,098

土地再評価差額金 △709 △581

その他の包括利益累計額合計 10,417 8,517

少数株主持分 3,042 2,795

純資産合計 207,181 214,512

負債純資産合計 1,276,437 1,293,839



（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 384,705 374,697

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 286,166 281,513

販売費及び一般管理費 65,745 62,428

営業費合計 351,912 343,942

営業利益 32,792 30,755

営業外収益   

受取利息 20 14

受取配当金 1,040 1,038

持分法による投資利益 175 635

投資有価証券割当益 342 －

雑収入 1,482 1,340

営業外収益合計 3,061 3,029

営業外費用   

支払利息 9,334 8,430

雑支出 1,575 968

営業外費用合計 10,909 9,399

経常利益 24,944 24,385

特別利益   

固定資産売却益 37 481

工事負担金等受入額 3,574 30

特定都市鉄道整備準備金取崩額 3,525 3,525

その他 204 820

特別利益合計 7,341 4,856

特別損失   

固定資産売却損 114 27

固定資産圧縮損 3,710 816

固定資産除却損 2,286 1,232

減損損失 180 445

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,066 －

その他 132 696

特別損失合計 7,490 3,218

税金等調整前四半期純利益 24,795 26,023

法人税、住民税及び事業税 7,203 9,404

法人税等調整額 1,730 2,522

法人税等合計 8,933 11,926

少数株主損益調整前四半期純利益 15,861 14,096

少数株主利益又は少数株主損失（△） 285 △122

四半期純利益 15,575 14,219



（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 15,861 14,096

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,752 △1,927

土地再評価差額金 － 150

持分法適用会社に対する持分相当額 △64 △109

その他の包括利益合計 △4,816 △1,886

四半期包括利益 11,044 12,209

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 10,765 12,341

少数株主に係る四半期包括利益 278 △131



該当事項はありません。 

  

  

  

（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 

（単位：百万円）

(注） １ 「その他の事業」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、以下の事業セグメントを含
んでおります。 
ホテル業、レストラン飲食業、旅行業、ゴルフ場業、鉄道メンテナンス業、自動車整備販売業、ビル管理・メ
ンテナンス業、広告代理業、園芸・造園業、金融・経理代行業、保険代理業及び介護・保育業 

２ セグメント利益の調整額126百万円は、セグメント間取引消去180百万円及びのれん償却額△54百万円でありま
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 

（単位：百万円）

(注） １ 「その他の事業」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、以下の事業セグメントを含
んでおります。 
ホテル業、レストラン飲食業、旅行業、ゴルフ場業、鉄道メンテナンス業、自動車整備販売業、ビル管理・メ
ンテナンス業、広告代理業、園芸・造園業、経理代行業、保険代理業及び介護・保育業 

２ セグメント利益の調整額149百万円は、セグメント間取引消去161百万円及びのれん償却額△11百万円でありま
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 流通業 不動産業
その他の
事業 

（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 

外部顧客への営業収益  126,271  166,684  36,749  54,999  384,705  ―  384,705

セグメント間の内部営業収益 
又は振替高  2,309  2,283  4,620  15,447  24,660  △24,660 ―

計  128,580  168,967  41,369  70,447  409,365  △24,660  384,705

セグメント利益  22,654  2,285  7,638  87  32,666  126  32,792

  運輸業 流通業 不動産業
その他の
事業 

（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 

外部顧客への営業収益  122,116  163,815  37,157  51,607  374,697  ―  374,697

セグメント間の内部営業収益 
又は振替高  2,117  1,876  4,705  14,828  23,527  △23,527 ―

計  124,234  165,691  41,862  66,435  398,224  △23,527  374,697

セグメント利益  21,997  2,546  5,599  461  30,605  149  30,755

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（参考１）鉄道事業運輸成績（個別） 

  

（参考２）平成24年３月期の連結業績予想 

① 対平成23年３月期実績比較 

３．補足情報

科  目 
当第３四半期 

自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日 

前第３四半期 

自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日 

増減率 

  百万円 百万円 ％ 

旅客運輸収入 

定期 33,329 33,650 △1.0 

定期外 48,970 51,013 △4.0 

計 82,299 84,664 △2.8 

  千人 千人 ％ 

輸送人員 

定期 332,728 335,557 △0.8 

定期外 205,095 210,342 △2.5 

計 537,823 545,899 △1.5 

科  目 
平成24年３月期(予想)
自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日 

平成23年３月期（実績）
自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日 

増減 

金額 増減率 

  

営業収益 

百万円

  

百万円

  

百万円

  

％ 

  

運輸業 165,100 167,411 △2,311 △1.4 

流通業 221,600 226,862 △5,262 △2.3 

不動産業 61,400 61,192 207 0.3 

その他の事業 91,100 93,795 △2,695 △2.9 

計 539,200 549,261 △10,061 △1.8 

消去 △34,600 △34,599 △0 － 

連結 504,600 514,662 △10,062 △2.0 

営業利益         

運輸業 24,700 20,651 4,048 19.6 

流通業 3,100 3,034 65 2.2 

不動産業 7,200 9,769 △2,569 △26.3 

その他の事業 100 △902 1,002 － 

計 35,100 32,552 2,547 7.8 

消去 100 176 △76 △43.3 

連結 35,200 32,728 2,471 7.6 

経常利益 25,600 21,671 3,928 18.1 

当期純利益 13,000 10,422 2,577 24.7 



② 対第２四半期決算発表時点比較 

  

  

科  目 
平成24年３月期(予想)
第３四半期決算発表時点 
(平成24年２月10日発表) 

平成24年３月期(予想)
第２四半期決算発表時点 
(平成23年10月28日発表) 

増減 

金額 増減率 

  

営業収益 

百万円

  

百万円

  

百万円

  

％ 

  

運輸業 165,100 163,800 1,300 0.8 

流通業 221,600 221,600 － 0.0 

不動産業 61,400 62,700 △1,300 △2.1 

その他の事業 91,100 90,900 200 0.2 

計 539,200 539,000 200 0.0 

消去 △34,600 △34,400 △200 － 

連結 504,600 504,600 － 0.0 

営業利益         

運輸業 24,700 24,100 600 2.5 

流通業 3,100 2,900 200 6.9 

不動産業 7,200 7,500 △300 △4.0 

その他の事業 100 △300 400 － 

計 35,100 34,200 900 2.6 

消去 100 200 △100 △50.0 

連結 35,200 34,400 800 2.3 

経常利益 25,600 24,800 800 3.2 

当期純利益 13,000 13,000 － 0.0 
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