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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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(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１四半期  117,950  △6.8  8,731  △31.9  7,023  △34.2  3,856  △45.8

23年３月期第１四半期  126,603  △3.7  12,817  29.5  10,679  42.3  7,110  95.3

（注）包括利益 24年３月期第１四半期 3,151百万円 ( ％)△16.0 23年３月期第１四半期 3,750百万円 ( ％)－

  
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１四半期  5  34 ― 

23年３月期第１四半期  9  80 ― 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年３月期第１四半期  1,300,330  207,657  15.7

23年３月期  1,276,437  207,181  16.0

（参考）自己資本 24年３月期第１四半期 204,660百万円 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 ―          

24年３月期（予想）    3 00 ― 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、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  240,700  △5.8  15,700  △27.6  11,100  △32.7  6,000  △41.7  8  31

通期  502,000  △2.5  31,900  △2.5  22,100  2.0  12,000  15.1  16  62

（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１Ｑ 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１Ｑ 15,134,922 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１Ｑ 721,883,677 株 23年３月期１Ｑ 725,358,427株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）のわが国経済は、東日本大震災や、これ

に伴う電力不足等の影響により一部で経済活動が停滞し、当社グループを取り巻く事業環境につきましても総じ

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1,179億

５千万円と、前年同期に比べ86億５千２百万円の減少（前年同期比6.8％減）となりました。また、営業利益は

87億３千１百万円と、前年同期に比べ40億８千５百万円の減少（前年同期比31.9％減）となったほか、経常利益

は70億２千３百万円と、前年同期に比べ36億５千６百万円の減少（前年同期比34.2％減）となりました。これに

伴い、四半期純利益は38億５千６百万円と、前年同期に比べ32億５千４百万円の減少（前年同期比45.8％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 

運輸業では、鉄道事業において電力供給不足に伴って運転本数が減少したことや、運輸業全体で観光需要を中

心に旅客の出控えなどの影響を受けたことから、営業収益は397億８千２百万円と、前年同期に比べ32億９千１

百万円の減少（前年同期比7.6％減）となりました。また、営業利益につきましても、71億４千万円と、前年同

期に比べ23億６千万円の減少（前年同期比24.8％減）となりました。 

  

(業種別営業成績表) 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

業種別 

当第１四半期連結累計期間 
（23．４．１～23．６．30） 

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

鉄道事業 29,997 △6.7 

自動車運送事業 9,281 △6.0 

タクシー事業 734 △10.5 

航路事業 261 △48.1 

索道業 276 △40.4 

その他運輸業 134 △33.1 

消去 △902 ― 

営業収益計 39,782 △7.6 



② 流通業 

流通業では、百貨店業において消費低迷に加え、計画停電に伴う営業時間の短縮などにより全店舗で減収とな

ったほか、ストア業においては駅構内売店などで減収となりました。その結果、営業収益は530億５千９百万円

と、前年同期に比べ30億１千８百万円の減少（前年同期比5.4％減）となりました。また、営業利益につきまし

ても、５億２百万円と、前年同期に比べ４億７千４百万円の減少（前年同期比48.6％減）となりました。 

  

(業種別営業成績表) 

  

③ 不動産業 

不動産業では、分譲業において土地の販売戸数の減少などにより減収となったほか、賃貸業において「経堂コ

ルティ」などの新規商業施設が開業したもののオフィスビルの賃貸収入が減少したことなどから、営業収益は

123億８千９百万円と、前年同期に比べ２億５千１百万円の減少（前年同期比2.0％減）となりました。また、営

業利益につきましても、13億２千７百万円と、前年同期に比べ12億９千８百万円の減少（前年同期比49.5％減）

となりました。 

  

(業種別営業成績表) 

  

業種別 

当第１四半期連結累計期間 
（23．４．１～23．６．30） 

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 20,427 △7.0 

小田急百貨店町田店 9,506 △10.1 

小田急百貨店藤沢店 3,502 △5.1 

その他 1,835 △1.4 

計 35,272 △7.4 

ストア業等 19,996 △1.7 

消去 △2,210 ― 

営業収益計 53,059 △5.4 

業種別 

当第１四半期連結累計期間 
（23．４．１～23．６．30） 

営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％）

不動産分譲業 2,980 △2.8 

不動産賃貸業 9,724 △0.3 

その他 311 △7.5 

消去 △626 ― 

営業収益計 12,389 △2.0 



④ その他の事業 

その他の事業では、ホテル業において訪日外国人宿泊客の減少などにより減収となったほか、レストラン飲食

業、旅行業においても消費低迷の影響を受けたことなどから減収となりました。その結果、営業収益は199億２

千１百万円と、前年同期に比べ26億５千７百万円の減少（前年同期比11.8％減）となりました。営業利益につき

ましては、前年同期に比べ２千９百万円改善したものの、２億８千５百万円の損失となりました。 

  

(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１四半期連結会計期間末における総資産は１兆3,003億３千万円となり、前連結会計年度末と比べ238億９

千３百万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１兆926億７千３百万円となり、前連結会計年度末と比べ、234億１

千７百万円増加いたしました。これは、長期借入金が増加したことなどによるものであります。 

純資産の部は、2,076億５千７百万円となり、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４億７千５百万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 

連結業績予想につきましては、消費者心理の低迷などにより依然として厳しい事業環境が継続しているもの

の、前回予想（平成23年４月28日公表）と比較して電力供給不足による今後の営業上の制約が限定的となる見通

しであることに加え、足元の業績も徐々に回復しつつあることから、第２四半期連結累計期間及び通期の業績予

想を修正いたしました。詳細につきましては、本日（平成23年７月29日）公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご覧ください。 

なお、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１四半期連結累計期間 
（23．４．１～23．６．30） 

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 1,968 △20.6 

ホテルセンチュリー静岡 699 △7.0 

小田急ホテルセンチュリー
サザンタワー 527 △31.5 

その他 1,815 △8.7 

計 5,010 △16.3 

レストラン飲食業 4,858 △7.7 

旅行業 1,011 △40.1 

ビル管理・メンテナンス業 4,306 △6.9 

その他 5,638 △6.6 

消去 △903 ― 

営業収益計 19,921 △11.8 



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１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,961 15,323

受取手形及び売掛金 18,690 20,137

有価証券 20 20

商品及び製品 11,071 11,315

分譲土地建物 38,249 39,291

仕掛品 639 1,157

原材料及び貯蔵品 1,551 1,692

その他 27,966 30,934

貸倒引当金 △206 △203

流動資産合計 120,943 119,668

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 478,773 476,816

機械装置及び運搬具（純額） 63,980 62,147

土地 388,351 420,583

建設仮勘定 123,069 122,912

その他（純額） 12,458 12,247

有形固定資産合計 1,066,633 1,094,707

無形固定資産   

のれん 2,382 2,000

その他 13,672 13,125

無形固定資産合計 16,054 15,126

投資その他の資産   

投資有価証券 47,144 45,796

その他 26,396 25,796

貸倒引当金 △734 △763

投資その他の資産合計 72,806 70,829

固定資産合計 1,155,494 1,180,662

資産合計 1,276,437 1,300,330



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,128 23,385

短期借入金 210,789 210,199

1年以内償還社債 30,000 30,000

未払法人税等 3,553 3,876

前受金 39,845 43,759

賞与引当金 7,174 7,860

商品券等引換引当金 823 806

その他の引当金 89 84

資産除去債務 37 35

その他 80,627 77,120

流動負債合計 399,068 397,129

固定負債   

社債 210,000 210,000

長期借入金 222,580 247,586

鉄道・運輸機構長期未払金 106,475 106,475

退職給付引当金 29,106 28,560

資産除去債務 1,360 1,381

受託工事長期前受金 27,548 30,261

その他 54,316 53,653

固定負債合計 651,387 677,919

特別法上の準備金   

特定都市鉄道整備準備金 18,800 17,625

特別法上の準備金合計 18,800 17,625

負債合計 1,069,256 1,092,673

純資産の部   

株主資本   

資本金 60,359 60,359

資本剰余金 58,566 58,559

利益剰余金 84,496 85,833

自己株式 △9,700 △9,712

株主資本合計 193,721 195,039

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 10,352

土地再評価差額金 △709 △731

その他の包括利益累計額合計 10,417 9,621

少数株主持分 3,042 2,996

純資産合計 207,181 207,657

負債純資産合計 1,276,437 1,300,330



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業収益 126,603 117,950

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 92,446 88,666

販売費及び一般管理費 21,339 20,552

営業費合計 113,786 109,218

営業利益 12,817 8,731

営業外収益   

受取利息 5 4

受取配当金 622 579

持分法による投資利益 14 262

投資有価証券割当益 342 －

雑収入 654 625

営業外収益合計 1,640 1,470

営業外費用   

支払利息 3,262 2,897

雑支出 515 281

営業外費用合計 3,778 3,179

経常利益 10,679 7,023

特別利益   

固定資産売却益 2 9

工事負担金等受入額 47 14

特定都市鉄道整備準備金取崩額 1,175 1,175

その他 0 164

特別利益合計 1,225 1,362

特別損失   

固定資産売却損 10 －

固定資産圧縮損 42 3

固定資産除却損 1,374 434

減損損失 2 241

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,066 －

その他 93 40

特別損失合計 2,589 719

税金等調整前四半期純利益 9,315 7,666

法人税、住民税及び事業税 1,673 3,422

法人税等調整額 385 318

法人税等合計 2,059 3,740

少数株主損益調整前四半期純利益 7,255 3,925

少数株主利益 145 69

四半期純利益 7,110 3,856



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,255 3,925

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,411 △771

持分法適用会社に対する持分相当額 △93 △3

その他の包括利益合計 △3,505 △774

四半期包括利益 3,750 3,151

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,615 3,081

少数株主に係る四半期包括利益 134 69



該当事項はありません。 

  

  

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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 セグメント利益又は損失の調整額28百万円は、セグメント間取引消去47百万円及びのれん償却額△19百万円で

あります。 

３ 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。 

  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30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 セグメント利益又は損失の調整額47百万円は、セグメント間取引消去53百万円及びのれん償却額△6百万円で

あります。 

３ 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。 

  

  

  

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  42,273  55,325  11,087  17,916  126,603 －  126,603

セグメント間の内部営業収益 
又は振替高  800  751  1,553  4,663  7,767  △7,767 －

計  43,073  56,077  12,641  22,579  134,371  △7,767  126,603

セグメント利益又は損失(△)  9,501  977  2,625 △314  12,789  28  12,817

  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  39,096  52,427  10,826  15,599  117,950 －  117,950

セグメント間の内部営業収益 
又は振替高  685  631  1,562  4,322  7,201  △7,201 －

計  39,782  53,059  12,389  19,921  125,152  △7,201  117,950

セグメント利益又は損失(△)  7,140  502  1,327 △285  8,684  47  8,731

（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（対前回予想比較） 

① 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） 

  

３．補足情報

科  目 
当第１四半期 

自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日 

前第１四半期 

自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日 

増減率 

  百万円 百万円 ％ 

旅客運輸収入 

定期 11,403 11,541 △1.2 

定期外 15,489 16,892 △8.3 

計 26,893 28,433 △5.4 

  千人 千人 ％ 

輸送人員 

定期 115,247 116,869 △1.4 

定期外 66,665 70,019 △4.8 

計 181,912 186,888 △2.7 

科  目 
今回予想 

（平成23年７月29日発表）
前回予想 

（平成23年４月28日発表）

増減 

金額 増減率 

  百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益         

運輸業 80,900 77,400 3,500 4.5 

流通業 108,200 103,700 4,500 4.3 

不動産業 25,300 26,100 △800 △3.1 

その他の事業 42,300 39,200 3,100 7.9 

計 256,700 246,400 10,300 4.2 

消去 △16,000 △15,000 △1,000 － 

連結 240,700 231,400 9,300 4.0 

営業利益         

運輸業 13,100 9,600 3,500 36.5 

流通業 1,200 △200 1,400 － 

不動産業 2,500 2,200 300 13.6 

その他の事業 △1,200 △3,100 1,900 － 

計 15,600 8,500 7,100 83.5 

消去 100 200 △100 △50.0 

連結 15,700 8,700 7,000 80.5 

経常利益 11,100 3,800 7,300 192.1 

四半期純利益 6,000 2,500 3,500 140.0 



② 通期（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

  

科  目 
今回予想 

（平成23年７月29日発表）
前回予想 

（平成23年４月28日発表）

増減 

金額 増減率 

  百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益         

運輸業 162,500 158,500 4,000 2.5 

流通業 219,200 214,100 5,100 2.4 

不動産業 64,100 63,100 1,000 1.6 

その他の事業 91,600 87,600 4,000 4.6 

計 537,400 523,300 14,100 2.7 

消去 △35,400 △34,800 △600 － 

連結 502,000 488,500 13,500 2.8 

営業利益         

運輸業 22,600 19,100 3,500 18.3 

流通業 2,400 1,000 1,400 140.0 

不動産業 7,300 7,200 100 1.4 

その他の事業 △600 △2,700 2,100 － 

計 31,700 24,600 7,100 28.9 

消去 200 300 △100 △33.3 

連結 31,900 24,900 7,000 28.1 

経常利益 22,100 14,400 7,700 53.5 

当期純利益 12,000 8,000 4,000 50.0 
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