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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）

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 ％

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
23年3月期第3四半期 861,666 △4.9 54,766 55.3 51,882 71.9 23,065 136.9

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 30,774百万円 （35.8％） 23年3月期第3四半期 22,656百万円 （―％）

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 24.87 24.81
23年3月期第3四半期 18.46 ―

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 1,953,206 434,598 21.6
23年3月期 1,955,077 416,565 20.6

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  422,786百万円 23年3月期  402,843百万円

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 ― 3.00 ― 3.50 6.50
24年3月期 ― 3.00 ―

24年3月期（予想） 3.50 6.50

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  ：  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 1,093,000 △5.1 53,800 △5.8 49,500 △6.4 27,000 △32.6 21.56



(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） 

（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。 
      24年３月期第３四半期 ：6,094,000 株  23年３月期第３四半期 ：8,885,000 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、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「（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） 
 「2012年３月期 第３四半期 決算概況資料」は、本日（平成24年２月10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。 

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 1,263,525,752 株 23年3月期 1,263,525,752 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 10,328,588 株 23年3月期 12,632,494 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 1,252,108,190 株 23年3月期3Q 1,249,427,314 株



（参考）個別業績予想
平成24年3月期の個別業績予想(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)

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 250,000 △9.1 39,000 △13.7 31,300 △16.5 21,500 △50.2 17.15

(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



   

○同日開示資料 

2012年３月期 第３四半期 決算概況資料 

（注）従来、決算短信に「補足情報（参考）」として掲載しておりました各種情報は、上記資料に織り込まれ

ております。なお、上記資料は、本日（平成24年２月10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。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

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、不動産事業において、前年度の大型集合住宅（マンション）販売の反

動減があったほか、東日本大震災の影響などもあり全ての事業で減収となり、7,964億１千万円（前年同期比7.6％

減）となりました。営業利益は、リテール事業や不動産事業の増益などにより、580億４千２百万円（同6.0％増）

となりました。経常利益は、持分法による投資利益を計上したことなどにより、582億４千万円（同12.3％増）と

なりました。四半期純利益は、特別損失にて事業譲渡損失引当金繰入額を計上したものの、前年度に投資有価証券

評価損や資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額などの多額の特別損失の計上があったことから、311億３千９

百万円（同35.0％増）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。 

① 交通事業 

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、二子玉川ライズ・

ショッピングセンターや、たまプラーザテラスの開業効果があったものの、東日本大震災の影響や台風などの天

候不良などにより、定期では0.2％、定期外で1.5％減少し、全体でも0.7％の減少となりました。 

また、鉄道業の伊豆急行㈱やバス業の東急バス㈱においても、東日本大震災の影響により輸送人員が減少した

こともあり、営業収益は1,392億３千８百万円（同1.0％減）となったものの、当社の鉄軌道業において、減価償

却費が減少したことなどにより、営業利益は281億６千７百万円（同1.9％増）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 

② 不動産事業 

不動産事業では、当社の不動産販売業において、前年度に計上した当社沿線における大型集合住宅（マンショ

ン）販売の反動減などにより、営業収益は953億９千６百万円（同24.1％減）となったものの、当社の不動産賃

貸業における、二子玉川ライズ、東急キャピトルタワーの開業に伴う賃貸収入の増加や西豪州の土地販売などに

より、営業利益は196億１千８百万円（同11.2％増）となりました。 

③ リテール事業 

リテール事業では、長引く個人消費の低迷に加え、東日本大震災に伴う消費の自粛や、事業構造改革に伴う店

舗閉鎖などもあり、営業収益は3,572億２千４百万円（同5.6％減）となったものの、人件費を始めとする費用の

削減やのれん償却費の減少などにより、営業利益は71億８千２百万円（同43.1％増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

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

22.４.１～22.12.31 23.４.１～23.12.31 

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  104,291  99,712

輸送人員 

定期外 千人  331,569  326,739

定期 千人  477,741  476,615

計 千人  809,310  803,354

旅客運輸収入 

定期外 百万円  54,059  53,208

定期 百万円  43,101  42,961

計 百万円  97,160  96,169

運輸雑収 百万円  12,692  12,896

収入合計 百万円  109,852  109,065

一日平均旅客運輸収入 百万円  353  350

乗車効率 ％  51.7  53.7

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 
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④ レジャー・サービス事業 

レジャー・サービス事業では、広告業の㈱東急エージェンシーにおいて、東日本大震災の影響に伴い、各種広

告、イベントなどの売上が減少したことなどにより、営業収益は1,130億３千７百万円（同2.2％減）、営業利益

は30億１千６百万円（同4.8％減）となりました。 

⑤ ホテル事業 

ホテル事業では、㈱東急ホテルズにおいて、東日本大震災の影響を受けた稼働率は回復傾向にあるものの、客

室単価の戻りが鈍く、営業収益は578億７千６百万円（同9.7％減）、営業損失は10億１千６百万円（前年同期は

１億４千７百万円の営業損失）となりました。 

⑥ その他事業 

その他事業では、鉄道車両関連事業の東急車輛製造㈱において、鉄道車両の売り上げが減少したことなどによ

り、営業収益は830億６千７百万円（同6.0％減）、営業利益は11億１千２百万円（同9.1％減）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、主に当社の設備投資により有形固定資産が増加したものの、繰

延税金資産の減少などがあったことなどにより、前期末から18億７千万円減少の１兆9,532億６百万円となりまし

た。 

（負債） 

負債につきましては、主に有利子負債（※）が、前期末から238億３千９百万円減少の１兆175億５百万円となっ

たことなどにより、負債合計では前期末から199億３百万円減少の１兆5,186億８百万円となりました。 

（純資産） 

純資産につきましては、四半期純利益の計上などにより、前期末から180億３千３百万円増加の4,345億９千８百

万円となりました。 

※ 有利子負債：借入金、社債の合計 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、営業収益を１兆930億円（前回予想比0.2％減）と、平成23年11月10日に公

表しました業績予想から変更しておりますが、営業利益538億円、経常利益495億円、当期純利益270億円は、いず

れも前回公表した業績予想を変更しておりません。 

※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。 
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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 29,987 21,903

受取手形及び売掛金 105,026 117,152

商品及び製品 17,664 19,806

分譲土地建物 51,338 47,990

仕掛品 23,639 33,416

原材料及び貯蔵品 6,935 7,631

繰延税金資産 15,231 6,818

その他 28,015 28,475

貸倒引当金 △995 △1,017

流動資産合計 276,842 282,177

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 640,237 622,325

機械装置及び運搬具（純額） 56,745 55,145

土地 561,762 547,929

建設仮勘定 132,338 177,676

その他（純額） 19,623 18,889

有形固定資産合計 1,410,707 1,421,966

無形固定資産 25,777 26,063

投資その他の資産   

投資有価証券 101,279 101,948

繰延税金資産 28,990 21,058

その他 113,417 101,869

貸倒引当金 △1,937 △1,877

投資その他の資産合計 241,749 222,998

固定資産合計 1,678,234 1,671,028

資産合計 1,955,077 1,953,206
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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 93,208 100,032

短期借入金 262,919 292,713

1年内償還予定の社債 21,000 22,000

未払法人税等 3,362 3,044

引当金 15,826 14,338

前受金 35,858 43,468

その他 103,634 101,498

流動負債合計 535,810 577,095

固定負債   

社債 236,800 224,800

長期借入金 520,625 477,991

退職給付引当金 31,748 30,150

その他の引当金 3,270 2,771

長期預り保証金 110,522 110,251

繰延税金負債 28,782 27,982

再評価に係る繰延税金負債 11,243 9,923

負ののれん 9,433 6,749

その他 27,615 27,758

固定負債合計 980,042 918,378

特別法上の準備金   

特定都市鉄道整備準備金 22,659 23,134

特別法上の準備金合計 22,659 23,134

負債合計 1,538,512 1,518,608

純資産の部   

株主資本   

資本金 121,724 121,724

資本剰余金 140,647 140,517

利益剰余金 144,901 164,938

自己株式 △5,709 △4,736

株主資本合計 401,564 422,445

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,255 △4,287

繰延ヘッジ損益 △15 △21

土地再評価差額金 8,462 9,975

為替換算調整勘定 △4,912 △5,325

その他の包括利益累計額合計 1,278 341

少数株主持分 13,721 11,811

純資産合計 416,565 434,598

負債純資産合計 1,955,077 1,953,206
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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 861,666 796,410

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 652,449 594,616

販売費及び一般管理費 154,451 143,751

営業費合計 806,900 738,368

営業利益 54,766 58,042

営業外収益   

受取利息 180 382

受取配当金 963 1,154

負ののれん償却額 2,593 2,592

持分法による投資利益 3,263 5,810

その他 3,777 3,553

営業外収益合計 10,778 13,493

営業外費用   

支払利息 12,162 11,342

その他 1,499 1,953

営業外費用合計 13,661 13,295

経常利益 51,882 58,240

特別利益   

固定資産売却益 2,015 799

工事負担金等受入額 948 1,608

特定都市鉄道整備準備金取崩額 1,420 1,420

その他 1,122 1,290

特別利益合計 5,507 5,118

特別損失   

工事負担金等圧縮額 581 830

特定都市鉄道整備準備金繰入額 1,913 1,895

投資有価証券評価損 3,961 52

事業譲渡損失引当金繰入額 － 3,900

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,222 －

その他 6,152 4,002

特別損失合計 15,831 10,681

税金等調整前四半期純利益 41,558 52,678

法人税等 17,428 20,644

少数株主損益調整前四半期純利益 24,129 32,034

少数株主利益 1,064 894

四半期純利益 23,065 31,139
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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 24,129 32,034

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △638 △1,971

繰延ヘッジ損益 36 4

土地再評価差額金 － 1,320

為替換算調整勘定 △618 △820

持分法適用会社に対する持分相当額 △251 207

その他の包括利益合計 △1,472 △1,259

四半期包括利益 22,656 30,774

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 21,603 29,810

少数株主に係る四半期包括利益 1,053 963
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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．セグメント利益又は損失の調整額 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。 

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．セグメント利益又は損失の調整額 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。 

第３四半期連結累計期間において、当社が保有株式の一部を売却したことにより、持分法適用関連会社であった

シロキ工業㈱を持分法適用の範囲から除外しております。この結果、第３四半期連結累計期間において、利益剰余

金が29億７千８百万円減少しております。 

2012年３月期 第３四半期 決算概況資料 

従来、「補足情報（参考）」として掲載しておりました各種情報は、上記資料に織り込まれております。なお、上

記資料は、本日（平成24年２月10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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

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

リテール
事業 

レジャー・
サービス 

事業 
ホテル事業 その他事業

営業収益                   

外部顧客への営業収益  138,776 106,396 376,790 104,682 63,673 71,348  861,666 － 861,666

セグメント間の内部営業収益
又は振替高  1,937 19,292 1,636 10,858 441 16,996  51,163 △51,163 －

計  140,713 125,688 378,427 115,541 64,114 88,344  912,830 △51,163 861,666

セグメント利益又は損失(△)  27,633 17,645 5,017 3,166 △147 1,224  54,540 225 54,766

225

  

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

リテール
事業 

レジャー・
サービス 

事業 
ホテル事業 その他事業

営業収益                   

外部顧客への営業収益  138,721 75,238 355,204 100,294 57,526 69,424  796,410 － 796,410

セグメント間の内部営業収益
又は振替高  516 20,158 2,019 12,743 350 13,642  49,430 △49,430 －

計  139,238 95,396 357,224 113,037 57,876 83,067  845,841 △49,430 796,410

セグメント利益又は損失(△)  28,167 19,618 7,182 3,016 △1,016 1,112  58,080 △37 58,042

△37

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

○同日開示資料
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