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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

(注) １ 各期の連結子会社数及び持分法適用会社数は次のとおりです。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

３ 純資産額の算定にあたり、第20期中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号）を適用しています。 

回次 第18期中 第19期中 第20期中 第18期 第19期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

営業収益 (百万円) 697,819 740,626 733,416 1,409,497 1,467,650 

経常利益 (百万円) 98,181 155,984 140,886 142,396 213,462 

中間（当期）純利益 (百万円) 71,867 91,412 83,312 96,087 122,437 

純資産額 (百万円) 829,154 942,525 751,118 850,456 973,669 

総資産額 (百万円) 5,466,798 5,382,058 5,157,591 5,309,491 5,309,848 

１株当たり純資産額 (円) 370,480.59 421,149.85 374,010.39 379,871.71 434,917.59 

１株当たり中間 

（当期）純利益 
(円) 32,111.76 40,845.97 42,024.78 42,806.63 54,560.69 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 15.2 17.5 14.3 16.0 18.3 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 203,788 229,619 184,989 422,743 477,901 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △28,602 △48,416 △75,800 △97,604 △119,641 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △81,370 △35,078 △206,229 △326,648 △264,023 

現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
(百万円) 173,778 224,611 76,507 78,486 172,723 

従業員数 

〔外、平均臨時雇用者数〕 
(人) 

23,627 

〔7,918〕

23,859 

〔8,381〕

24,185 

〔8,192〕

23,326 

〔7,989〕

23,445 

〔8,135〕

回次 第18期中 第19期中 第20期中 第18期 第19期 

連結子会社数 29 30 30 30 30 

持分法適用会社数 2 2 2 2 2 



(2) 提出会社の経営指標等 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

２ 純資産額の算定にあたり、第20期中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号）を適用しています。 

回次 第18期中 第19期中 第20期中 第18期 第19期 

会計期間 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成16年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成16年 
４月１日 

至 平成17年 
３月31日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

営業収益 (百万円) 574,267 609,121 603,238 1,149,254 1,199,616 

経常利益 (百万円) 92,651 146,181 132,546 127,991 195,383 

中間（当期）純利益 (百万円) 69,546 87,537 79,224 90,622 116,080 

資本金 (百万円) 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 

発行済株式総数 (株) 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 

純資産額 (百万円) 818,402 924,685 712,077 836,542 953,256 

総資産額 (百万円) 5,304,942 5,232,852 5,001,281 5,146,467 5,156,062 

１株当たり純資産額 (円) 365,358.27 412,806.10 361,219.84 373,329.63 425,413.20 

１株当たり中間 

（当期）純利益 
(円) 31,047.76 39,079.12 39,921.01 40,329.38 51,673.80 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
(円) ― ― ― ― ― 

１株当たり配当額 (円) 2,500.00 3,000.00 3,500.00 5,500.00 6,500.00 

自己資本比率 (％) 15.4 17.7 14.2 16.3 18.5 

従業員数 (人) 15,666 15,722 15,851 15,438 15,422 



２【事業の内容】 

当中間期において、当社グループが営む事業内容について、重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社に異動はありません。 

３【関係会社の状況】 

当中間期において、関係会社の異動について、記載すべき事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(注) １ 従業員数は就業人員数です。 

２ 従業員数欄の〔 〕は、外数であって臨時従業員の当中間連結会計期間平均雇用人員を示しています。 

(2) 提出会社の状況 

(注) 従業員数は就業人員数です。 

(3) 労働組合の状況 

当社には現在５つの労働組合があり、各労働組合の名称及び組合員数は以下のとおりです。 

(注)  （ ）内は労働組合名等の略称です。 

当社は、東海旅客鉄道労働組合、国鉄労働組合東海本部、ジェイアール東海労働組合、全日本建設交運一般労働

組合東海鉄道本部及び東海鉄道産業労働組合の全ての労働組合との間で労働協約を締結しています。この労働協約

に基づき、経営協議会、団体交渉等を行っており、健全かつ安定的な労使関係の構築に努めています。 

当中間期末現在、一部の労働組合から地方労働委員会に申し立てられた支配介入及び不利益取扱などの不当労働

行為事件10件（ジェイアール東海労働組合９件、全日本建設交運一般労働組合東海鉄道本部１件）について係争中

です。 

労働委員会の救済命令に対し、行政訴訟を提起した事件については、東京地方裁判所に１件、東京高等裁判所に

１件、最高裁判所に３件（５件いずれもジェイアール東海労働組合）が係属されています。 

一部の労働組合から裁判所に提訴された損害賠償請求の事件については、大阪地方裁判所に２件（いずれもジェ

イアール東海労働組合）が係属されています。 

なお、当社の連結子会社の労働組合の状況については特記事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 運輸業 流通業 不動産業 その他の事業 合計 

従業員数(人) 
16,843 

〔1,087〕

2,396 

〔4,871〕

724 

〔479〕

4,222 

〔1,755〕

24,185 

〔8,192〕

従業員数(人) 

15,851 

名称 組合員数(人) 上部団体 

東海旅客鉄道労働組合 

（ＪＲ東海ユニオン） 
15,827 

日本鉄道労働組合連合会 

（ＪＲ連合） 

国鉄労働組合東海本部 

（国労東海） 
1,400 

国鉄労働組合 

（国労） 

ジェイアール東海労働組合 

（ＪＲ東海労） 
488 

全日本鉄道労働組合総連合会 

（ＪＲ総連） 

全日本建設交運一般労働組合東海鉄道本部 

（建交労東海） 
46 

全日本建設交運一般労働組合 

（建交労） 

東海鉄道産業労働組合 

（東海鉄産労） 
12   



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

当社グループは、事業の中核である鉄道事業における安全・安定輸送の確保を最優先に、社員の業務遂行能力の

向上、設備の強化等への取組みを続けるとともに、一層の競争力強化及びサービス向上に努めました。 

東海道新幹線については、本年３月のダイヤ改正において東海道・山陽新幹線直通の「のぞみ」の利便性をさら

に高めるとともに、ご利用の集中する時期・時間帯を中心に弾力的に列車を運行しました。在来線については、

313系車両の新製・投入を着実に進めたほか、ＩＣカード乗車券「ＴＯＩＣＡ（トイカ）」について、本年11月の

名古屋地区への導入に向けた準備を進めました。 

鉄道以外の事業においては、ジェイアール名古屋タカシマヤが本年３月にＪＲセントラルタワーズ最上階の展望

台を全面的にリニューアルするとともに、専門店ゾーンを含めた売場改装を進めました。また、駅構内店舗のリニ

ューアルや社宅跡地開発を計画的に進めるなど、グループ全般にわたり、一層のサービス向上に努めました。 

  これらの施策に加え、好調な経済状況もあり、昨年の「愛知万博」の反動があったものの、東海道新幹線の輸送

人キロが前年同期をわずかに下回るにとどまり、当中間期の営業収益は、前年同期比1.0％減の7,334億円となりま

した。経常利益は、耐震補強関連等の営業費が増加したことなどにより、前年同期比9.7％減の1,408億円、中間純

利益は前年同期比8.9％減の833億円となりました。 

 

 これを事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりです。 

運輸業 

東海道新幹線については、本年３月のダイヤ改正において、東京～広島・博多駅間を運転する「のぞみ」や、

早朝・夜間時間帯に新神戸駅に停車する「のぞみ」を増やすなど、東海道・山陽新幹線直通の「のぞみ」の利便

性をさらに高めるとともに、ご利用の集中する時期・時間帯を中心に弾力的に列車を運行しました。 

 在来線については、313系車両の新製・投入を着実に進めたほか、ＩＣカード乗車券「ＴＯＩＣＡ（トイ

カ）」について、導入に向けた準備を進めました。 

 販売面については、「エクスプレス予約」について、本年７月に東海道・山陽新幹線全線への利用拡大を実施

するとともに、「エクスプレス予約」専用のさらにお得な割引きっぷ「エクスプレス早特」の設定列車・区間を

拡大するなど、より一層のご利用増に努めました。また、京都をはじめ、奈良・伊勢・東京など各方面に向けた

観光キャンペーンを展開したほか、50歳以上のお客様を対象とした旅クラブＪＲ東海「50＋（フィフティ・プラ

ス）」会員に対する魅力ある商品の設定にも積極的に取り組みました。 

 このような諸施策を実施したうえで、当中間期においても東海道新幹線、在来線とも安全・安定輸送を完遂

し、東海道新幹線の輸送人キロは前年同期に比べ0.5％減の221億９千３百万人キロ、在来線の輸送人キロは前年

同期に比べ3.0％減の46億２千５百万人キロとなりました。 

 バス事業については、規制緩和による競争激化等、引き続き厳しい経営環境のもと、業務の効率化等を進めま

した。 

 これらの結果、営業収益は前年同期比1.0％減の6,032億円、営業利益は前年同期比8.8％減の2,049億円となり

ました。 



また、運輸業の大部分を占める当社の鉄道事業の営業成績は次のとおりです。 

(注) １ 旅客運輸収入の新幹線及び在来線区分は、旅客輸送計数により区分しています。また、旅客輸送人員の合計

については、新幹線、在来線の重複人員を除いて計上しています。 

２ 輸送効率の算出方法は次のとおりです。 

  

区分 単位 

前中間期 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

当中間期 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

新幹線 在来線 合計 新幹線 在来線 合計 

営業日数 日 183 183 183 183 183 183 

営業キロ キロ 552.6 1,418.2 1,970.8 552.6 1,418.2 1,970.8 

客車走行キロ 千キロ 429,853 103,974 533,827 425,441 100,917 526,359 

旅 
客 
輸 
送 
人 
員 

定期 千人 6,393 125,568 131,044 6,671 126,832 132,534 

定期外 千人 66,698 74,348 135,886 65,571 68,145 128,901 

計 千人 73,091 199,916 266,931 72,242 194,978 261,435 

旅客輸送人キロ 百万人キロ 22,297 4,771 27,068 22,193 4,625 26,818 

旅 
客 
運 
輸 
収 
入 

旅 
客 
運 
賃 
・ 
料 
金 

定期 百万円 7,298 16,724 24,022 7,595 16,864 24,460 

定期外 百万円 515,869 38,138 554,008 511,304 35,547 546,852 

計 百万円 523,167 54,863 578,031 518,900 52,412 571,312 

小荷物運賃・ 

料金 
百万円 65 22 87 29 22 51 

合計 百万円 523,232 54,886 578,118 518,929 52,434 571,364 

鉄道線路使用料収入 百万円 ― ― 1,678 ― ― 1,808 

運輸雑収 百万円 ― ― 25,355 ― ― 26,027 

収入合計 百万円 ― ― 605,152 ― ― 599,199 

輸送効率 ％ 
座席利用率 

62.7 

乗車効率 

37.3 
― 

座席利用率 

63.1 

乗車効率 

36.9 
― 

新幹線座席利用率＝ 
旅客輸送人キロ 

×100 
座席キロ（編成別列車キロ×座席数）

在来線乗車効率 ＝ 
旅客輸送人キロ 

×100 
客車走行キロ×平均定員



流通業 

  流通業においては、ジェイアール名古屋タカシマヤについて、本年３月にＪＲセントラルタワーズ最上階の展

望台を全面的にリニューアルし、新たに「パノラマサロン」としてオープンするとともに、専門店ゾーンを含め

た売場改装を進めました。また、主要駅において、高架橋柱耐震補強にあわせて構内店舗のリニューアルを進め

ました。 

 これらの結果、営業収益は前年同期比1.8％増の958億円、営業利益は前年同期比9.5％減の34億円となりまし

た。 

不動産業 

 不動産業においては、保有資産の高度利用や有効活用の観点から、社宅跡地開発について、平成19年春開業予

定の「ＮＡＧＯＹＡ ＣＥＮＴＲＡＬＧＡＲＤＥＮ（ナゴヤ セントラルガーデン）」の建設を着実に推進すると

ともに、東区明倫町（名古屋）社宅跡地開発についても着実に工事を進めました。また、「ＪＲ東海新横浜駅ビ

ル（仮称）」については、平成20年の開業に向け着実に工事を進めました。 

 これらの結果、営業収益は前年同期並の291億円、営業利益は前年同期比3.6％減の69億円となりました。 

その他の事業 

  ホテル業については、名古屋マリオットアソシアホテルにおいて、昨年の「愛知万博」によるご利用増の反動

がみられましたが、多くのお客様にご利用をいただけるようにサービスの向上に努めました。 

 旅行業については、ＪＲ東海「50＋」会員に対する魅力ある商品や座席に余裕のある列車のご利用を促進する

ための商品を積極的に販売しました。 

 これらの結果、営業収益は前年同期比0.4％増の569億円、営業損失は0.9億円となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

  当中間期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末と比べ962億円減の765億円となり

ました。また、当中間期末の長期債務残高は、前期末と比較して1,069億円増加し、３兆6,525億円となりました。

 営業活動の結果得られた資金は、昨年の「愛知万博」の反動により営業収益が減少したほか、法人税等の支払額

が増加したことなどから、前年同期と比べ446億円減の1,849億円となりました。 

  投資活動の結果支出した資金は、固定資産の取得にかかる支出が増加したことから、前年同期と比べ273億円増

の758億円となりました。 

  財務活動の結果支出した資金は、自己株式の取得により3,089億円の資金支出があったことなどから、社債発行

及び長期借入による調達が 1,345億円増加し、前年同期と比べ1,711億円増の2,062億円となりました。  

２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社グループの事業内容は、広範囲かつ多様であり、受注生産形態をとらない場合が多く、事業の種類別セグメン

トごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしていません。このため、生産、受注及び販売の状

況については、「１ 業績等の概要」における各事業のセグメント業績に関連づけて示しています。 



３【対処すべき課題】 

 当社グループにおいては、鉄道事業における安全・安定輸送の確保を最優先に、グループ全般にわたり、より質の

高いサービスを提供するとともに、業務のさらなる効率化等により収益力の強化を図ります。さらに、重点的に取り

組む施策の代表的なものは、以下のとおりです。 

 鉄道事業においては、さらなる安全性向上を図るため、東海道新幹線全線を対象とした高架橋柱・盛土の耐震補強

を可能な限り前倒しで実施するとともに、「東海道新幹線早期地震警報システム（テラス）」等で構成される地震防

災システムについて、平成19年９月までに機能改良を行うなど、地震対策を強化します。在来線についても、車両に

運転情報記録装置、緊急列車停止装置等の安全装置を平成19年度末までに設置し、さらなる安全性向上を図ります。

 東海道新幹線については、航空との競争激化に対応し、東海道・山陽新幹線直通の「のぞみ」の利便性をさらに高

めるとともに、ご利用の集中する時期・時間帯を中心に弾力的に列車を運行します。加えて、Ｎ700系について、平

成19年夏の営業運転に向け、車両を投入するとともに地上設備の改良を進めます。 

 さらに、本年７月に東海道・山陽新幹線全線にサービスを拡大した「エクスプレス予約」について、一層の会員拡

大に努めるとともに、ＩＣを活用した新しいサービス「エクスプレス予約ＩＣサービス」の平成19年度導入に向けた

取組みを着実に推進します。 

 また、駅を一層快適にご利用いただけるよう、東京、新横浜、静岡、名古屋、京都等の主要駅における旅客関連設

備の改良を進めます。加えて、東海道新幹線の輸送基盤をより一層強化するため、電源設備の増強や新大阪駅におけ

るホーム増設等の改良計画を進めます。 

 在来線については、新製する313系車両を着実に投入し、線区及びエリアの特性に応じた輸送体系の整備を進めま

す。ＩＣカード乗車券「ＴＯＩＣＡ（トイカ）」について、本年11月の名古屋地区及び平成19年度の静岡地区への導

入に向けて取り組みます。また、バリアフリー設備については、関係自治体等と連携し着実に整備を進めます。一

方、平成16年の台風の影響によりバス代行輸送を行っている高山本線角川・猪谷駅間について、平成19年秋の復旧に

向け着実に工事を進めます。 

 鉄道以外の事業においては、保有資産の高度利用や有効活用を図るため、社宅跡地の開発、「ＪＲ東海新横浜駅ビ

ル（仮称）」の開発を進めます。また、主要駅において、高架橋柱耐震補強にあわせて構内店舗のリニューアルを推

進するなど、駅立地を十分に活かすことができる事業を積極的に展開し、当社グループとしての一層の総合力強化に

取り組みます。 

 地球環境問題については、鉄道本来の特性をより高めるべくエネルギー効率に優れた車両の開発・投入を進めてい

ます。Ｎ700系の開発では、空力特性の優れた先頭形状や全周ホロの採用による走行抵抗の低減等により、省エネル

ギー性能に優れた700系と比較して電力消費量をさらに19％低減、会社発足時の主力車両である０系と比較して32％

低減できることが確認できました。今後とも、この一層進化したＮ700系の投入や省力・省エネルギー型の在来線車

両の新製等、さらに地球環境保全に資する施策を継続的に推進し、地球環境への負荷が少ない鉄道を一人でも多くの

お客様にご利用していただくよう努めます。 

 一方、長期的な課題として、国家的プロジェクトとしての中央新幹線計画の地形・地質に関する調査を推進しま

す。さらに、超電導磁気浮上式鉄道については、平成２年６月に運輸大臣の承認を受けた「技術開発の基本計画」及

び「山梨実験線の建設計画」に基づき、技術開発を進め、平成17年３月には国土交通省の超電導磁気浮上式鉄道実用

技術評価委員会から「超電導磁気浮上式鉄道について実用化の基盤技術が確立したと判断できる」との評価を受けま

した。このような状況のもと、山梨リニア実験線については、先行区間における実験開始から10年目を迎え、超電導

磁気浮上式鉄道技術は、周辺技術も含めて格段に進歩している現状を踏まえ、今後、基盤技術が確立した設備を実用

レベルの仕様に変更するとともに、一般区間（「山梨実験線の建設計画」のうち先行区間を除いた区間）までの延伸

を行っていきます。これにより、長大編成車両によるトップスピードでの長距離走行や長大トンネルの走り抜け等の

技術的テーマに対応し、実用レベルの仕様の確認を行うとともに保守体系を確立させるなど、超電導磁気浮上式鉄道

の実用に向けた技術を確立していきます。 

 長期債務については、引き続き経営の最重要課題の一つとして着実に縮減に取り組みます。 

 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間期において、重要な変更等はありません。 



５【研究開発活動】 

 研究開発活動としては、研究施設（小牧）を中心に当社における技術開発を推進するとともに、特別負担に基づく

山梨リニア実験線プロジェクトにおける技術開発、並びに負担金支出を通しての財団法人鉄道総合技術研究所（以下

「鉄道総研」という。）における技術開発を行いました。その結果、当中間期において、営業費に含まれる研究開発

費は総額62億円となりました。 

運輸業 

 当社における技術開発としては、「安全・安定輸送の確保」、「輸送サービス水準の向上」、「省力化とコスト低

減」、「環境への適合」、「超電導磁気浮上式鉄道」の各項目ごとに行いました。各項目における主な技術開発内容

は、次のとおりです。 

 ○「安全・安定輸送の確保」 

  ・地震に関する対策工法の開発、評価 

  ・実物橋ゲタを用いた耐久性に関する開発 

 ○「輸送サービス水準の向上」 

  ・次世代新幹線車両Ｎ700系の開発 

  ・情報サービスの拡充に向けた開発 

  ・乗り心地向上に関する開発 

  ・機能材料に関する研究開発 

 ○「省力化とコスト低減」 

  ・軌道、電車線における検査、維持管理の省力化に関する研究 

 ○「環境への適合」 

  ・車両の低騒音化に関する開発 

 ○「超電導磁気浮上式鉄道」 

  ・信頼性を有する超電導磁石の開発 

  ・低コスト地上コイルの開発 

 山梨リニア実験線は、当社及び鉄道総研が事業主体として技術開発を進めており、その際得られた研究成果は、特

許法等法令に従い、当社等へ帰属します。 

 また、ＪＲ各社は鉄道総研との協定に基づき、鉄道技術及び労働科学に関する研究開発、調査を目的とした事業に

関する負担金を支出しています。 

流通業、不動産業、その他の事業 

 特に記載する事項はありません。  



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間期において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 前期末において実施中又は計画中であった設備の新設等で、当中間期に完成した主なものは、次のとおりです。

(2) 前期末において実施中又は計画中であった設備の新設等で、当中間期の重要な変更は、次のとおりです。  

(3) 当中間期において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は、次のとおりです。 

(注) １ 今後の所要額は、自己資金及び工事負担金によりまかなう予定です。  

２ 山梨リニア実験線の設備更新及び延伸については、国土交通大臣の承認後の工事着手となります。 

３ 東海道新幹線電源設備増強については、平成17年６月から進めている基本設計と合わせて全体計画として記

載しました。 

４ 東海道本線共和・大高間新駅設置については、平成17年７月から進めている基本設計と合わせて全体計画と

して記載しました。 

５ 東京駅一番街リニューアルについては、平成18年２月から進めている基本設計と合わせて全体計画として記

載しました。 

(4) 重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

項目 
総工事費 
(百万円) 

完成年月 
(平成 年 月)

運輸業  名古屋セントラル病院建設 17,531 18. 7 

項目 
計画額 
(百万円) 

既支払額 
(百万円) 

今後の所要額
(百万円) 

工事着手 
(平成 年 月) 

完成予定 
(平成 年 月)

運輸業 東海道新幹線環境対策 
 変更前 9,800 6,872 2,928 13.12 20. 3 

 変更後 16,370 6,872 9,498 13.12 23. 3 

項目 
計画額 
(百万円) 

既支払額 
(百万円) 

今後の所要額
(百万円) 

工事着手 
(平成 年 月) 

完成予定 
(平成 年 月)

運輸業 

東海道新幹線電源設備増強  25,000 560 24,440 17. 6 22. 9 

在来線ＡＴＳ装置取替  36,000 2 35,998 18. 6 24. 3 

東京駅八重洲開発計画に伴う 
           高架橋改築 

9,746 0 9,746 18. 6 24. 3 

中央本線多治見駅他橋上化等駅改良 4,210 － 4,210 18. 9 22.12 

東海道本線共和・大高間新駅設置 2,425 27 2,398 17. 7 21. 9 

新大阪駅周辺業務施設改良  17,270 － 17,270 18. 9 22. 3 

大阪第一車両所現業事務所改良 
         及び仕業線新設 

13,490 0 13,490 18. 6 25. 3 

山梨リニア実験線の設備更新 
            及び延伸 

338,095 － 338,095 （注２） 29. 3 

不動産業 
東京駅一番街リニューアル 
（東京ステーション開発㈱） 

6,555 110 6,445 18. 2 24. 3 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1)【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(注) 発行済株式は、各証券取引所の市場第一部に上場しています。 

(2)【新株予約権等の状況】 

  該当事項はありません。 

(3)【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 8,960,000 

計 8,960,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数(株) 

(平成18年９月30日) 
提出日現在発行数(株) 
(平成18年12月15日) 

上場証券取引所名 
又は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 2,240,000 2,240,000 

名古屋証券取引所 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

― 

計 2,240,000 2,240,000 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額 
  

(百万円) 

資本金残高 
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

（百万円） 

平成18年４月１日～ 

平成18年９月30日 
― 2,240,000 ― 112,000 ― 53,500 



(4)【大株主の状況】 

(注) １ 上記のほか、当社は自己株式268,686株を保有しています。 

２ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構国鉄清算事業本部は、平成18年４月５日に保有する当社株式

を全て売却し、主要株主ではなくなりました。 

３ 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから、平成18年８月15日付で株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ証券株式会社、三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル、

三菱ＵＦＪ投信株式会社、ＵＦＪニコス株式会社、三菱ＵＦＪアセット・マネジメント（ＵＫ）を提出者及び

共同保有者とする株券等の大量保有状況に関する「変更報告書」（写）の提出があり、平成18年７月31日現在

で以下の株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当中間期末現在における当該法人の実質所

有株式数を完全に把握ができませんので、上記「(4)大株主の状況」では考慮していません。 

  平成18年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数
(株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 111,978 5.00 

日本マスタートラスト信託銀行株式 

会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号 108,832 4.86 

日本トラスティ・サービス信託銀行 

株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 100,883 4.50 

野村信託銀行株式会社（退職給付信

託三菱東京ＵＦＪ銀行口） 
東京都千代田区大手町二丁目２番２号 71,250 3.18 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 66,534 2.97 

ステート ストリート バンク アンド 

トラスト カンパニー  

（常任代理人 株式会社みずほコー

ポレート銀行兜町証券決済業務室） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A. 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
58,612 2.62 

ステート ストリート バンク アンド 

トラスト カンパニー 505103 

（常任代理人 株式会社みずほコー

ポレート銀行兜町証券決済業務室） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A. 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
47,436 2.12 

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 

日本生命証券管理部内 
45,000 2.01 

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１番地 40,000 1.79 

ＪＲ東海社員持株会 
東京都港区港南二丁目１番85号
ＪＲ東海品川ビルＡ棟 

36,149 1.61 

計 ― 686,674 30.66 

氏名又は名称 
所有株式数 
(株) 

発行済株式総数に対する 

所有株式数の割合(％) 

 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 137,784 6.15 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 47,946 2.14 

 三菱ＵＦＪ証券株式会社 783 0.03 

 三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル 1,050 0.05 

 三菱ＵＦＪ投信株式会社 3,089 0.14 

 ＵＦＪニコス株式会社 1,000 0.04 

 三菱ＵＦＪアセット・マネジメント（ＵＫ） 18 0.00 

 計 191,670 8.56 



(5)【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

(注) 証券保管振替機構名義の株式120株及び名義人でない者が株券喪失登録をした株券に係る株式２株は、「完全議

決権株式（その他）」欄の株式数に含まれており、同欄の議決権の数には含まれていません。 

② 【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成18年９月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 

 （自己保有株式） 

 普通株式      268,686
― ― 

 （相互保有株式） 

 普通株式      170 
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式    1,971,144 1,971,022 ― 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 2,240,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 1,971,022 ― 

  平成18年９月30日現在 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 
(株) 

他人名義 
所有株式数
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数 
に対する所有 
株式数の割合(％) 

（自己保有株式） 

東海旅客鉄道株式会社 

名古屋市中村区名駅一丁目
１番４号 
ＪＲセントラルタワーズ 

268,686 ― 268,686 11.99 

（相互保有株式） 

株式会社交通新聞社 

東京都千代田区麴町六丁目
６番地 
麴町東急ビル７階 

170 ― 170 0.01 

計 ― 268,856 ― 268,856 12.00 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,250,000 1,240,000 1,160,000 1,290,000 1,310,000 1,360,000 

最低（円） 1,130,000 1,080,000 1,030,000 1,140,000 1,190,000 1,260,000 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しています。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「鉄道事業会計規則」

（昭和62年運輸省令第７号）により作成しています。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則及び鉄

道事業会計規則に基づき、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務

諸表等規則及び鉄道事業会計規則に基づいて作成しています。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けています。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1)【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末  

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金     81,691 73,194   70,430 

２ 受取手形及び売掛金     19,366 20,128   22,947 

３ 未収運賃     19,146 29,148   16,081 

４ 分譲土地建物     4,374 4,051   4,225 

５ たな卸資産     14,904 16,910   12,300 

６ 繰延税金資産     22,758 21,512   22,009 

７ 短期貸付金     143,707 2,107   101,635 

８ その他の流動資産     21,482 28,987   27,188 

９ 貸倒引当金     △9 △10   △19 

    流動資産合計     327,422 6.1 196,031 3.8   276,798 5.2 

Ⅱ 固定資産         

Ａ 有形固定資産         

１ 建物及び構築物 ※３   2,138,802 2,022,581   2,093,704 

２ 機械装置及び運搬具     215,201 195,612   203,410 

３ 土地 ※３   2,347,961 2,342,126   2,344,445 

４ 建設仮勘定     78,243 97,107   93,547 

５ その他の 
有形固定資産 

    28,592 34,483   30,866 

有形固定資産合計 
※１ 
※２ 

  4,808,800 4,691,911   4,765,973 

Ｂ 無形固定資産     15,693 12,978   14,308 

Ｃ 投資その他の資産         

１ 投資有価証券     76,879 89,496   91,882 

２ 繰延税金資産     141,697 155,249   149,179 

３ その他の 
投資その他の資産 

    11,772 12,133   11,906 

４ 貸倒引当金     △207 △209   △200 

  投資その他の 
  資産合計 

    230,142 256,669   252,768 

    固定資産合計     5,054,635 93.9 4,961,559 96.2   5,033,050 94.8 

    資産合計 ※３   5,382,058 100.0 5,157,591 100.0   5,309,848 100.0 

          

 



    
前中間連結会計期間末  

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１ 支払手形及び買掛金     30,493 33,134   49,790 

２ 短期借入金     13,962 19,167   14,987 

３ １年内返済 
長期借入金 

※３   97,391 116,656   116,892 

４ １年内に支払う鉄道
施設購入長期未払金 

    290,587 186,082   186,336 

５ 未払金     51,428 57,644   95,017 

６ 未払法人税等     67,629 60,949   64,085 

７ 前受金     81,812 93,987   78,175 

８ 賞与引当金     23,208 24,073   22,507 

９ その他の流動負債     40,116 41,277   39,193 

    流動負債合計     696,629 12.9 632,973 12.3   666,988 12.6 

Ⅱ 固定負債         

１ 社債 ※３   355,000 495,000   415,000 

２ 長期借入金 ※３   594,643 642,492   557,484 

３ 鉄道施設購入 
長期未払金 

    2,397,493 2,212,299   2,269,879 

４ 新幹線鉄道 
大規模改修引当金 

    100,000 133,333   116,666 

５ 退職給付引当金     226,075 221,257   224,106 

６ その他の固定負債     55,334 69,116   70,930 

    固定負債合計     3,728,546 69.3 3,773,499 73.1   3,654,066 68.8 

    負債合計     4,425,175 82.2 4,406,472 85.4   4,321,054 81.4 

          

 



    
前中間連結会計期間末  

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

（少数株主持分）         

  少数株主持分     14,357 0.3 ― ―   15,124 0.3 

          

（資本の部）         

Ⅰ 資本金     112,000 2.1 ― ―   112,000 2.1 

Ⅱ 資本剰余金     53,500 1.0 ― ―   53,500 1.0 

Ⅲ 利益剰余金     759,398 14.1 ― ―   783,703 14.7 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

    18,581 0.3 ― ―   25,420 0.5 

Ⅴ 自己株式     △954 △0.0 ― ―   △954 △0.0 

    資本合計     942,525 17.5 ― ―   973,669 18.3 

    負債、少数株主持分 
    及び資本合計 

    5,382,058 100.0 ― ―   5,309,848 100.0 

          

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本                  

１ 資本金    ― ―  112,000 2.2  ― ― 

２ 資本剰余金    ― ―  53,500 1.0  ― ― 

３ 利益剰余金    ― ―  858,843 16.7  ― ― 

４ 自己株式    ― ―  △309,971 △6.0  ― ― 

      株主資本合計    ― ―  714,372 13.9  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等                 

  その他有価証券 
  評価差額金   ― ―  22,142 0.4  ― ― 

      評価・換算差額等 

    合計 
  ― ―  22,142 0.4  ― ― 

Ⅲ 少数株主持分   ― ―  14,603 0.3  ― ― 

   純資産合計   ― ―  751,118 14.6  ― ― 

   負債・純資産合計   ― ―  5,157,591 100.0  ― ― 

           



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 営業収益     740,626 100.0 733,416 100.0   1,467,650 100.0 

Ⅱ 営業費          

１ 運輸業等営業費 
及び売上原価 

  420,603  434,307 904,713   

２ 販売費及び 
一般管理費 

※１ 82,585 503,188 67.9 83,456 517,764 70.6 159,181 1,063,895 72.5 

  営業利益     237,437 32.1 215,652 29.4   403,754 27.5 

Ⅲ 営業外収益          

１ 受取利息   19  42 54   

２ 受取配当金   426  488 504   

３ 負ののれん償却額   ―  273 ―   

４ 持分法による投資利益    ―  295 228   

５ 団体定期保険等受入額   576  473 3,587   

６ 発生品収入   126  139 ―   

７ その他の営業外収益   1,293 2,442 0.3 887 2,600 0.3 2,370 6,745 0.4 

Ⅳ 営業外費用          

１ 支払利息   12,913  14,042 25,937   

２ 鉄道施設購入 
長期未払金利息 

  69,557  62,326 135,154   

３ その他の営業外費用   1,423 83,895 11.3 997 77,366 10.5 35,945 197,037 13.4 

  経常利益     155,984 21.1 140,886 19.2   213,462 14.5 

Ⅴ 特別利益          

１ 工事負担金受入額等   205  580 3,140   

２ 固定資産売却益 ※２ 282  785 457   

３ 子会社清算益   156  ― ―   

４ 抱合せ株式消滅差益    ―  502 ―   

５ その他の特別利益   74 718 0.0 145 2,013 0.3 560 4,158 0.3 

Ⅵ 特別損失          

１ 固定資産圧縮損   241  582 3,007   

２ 固定資産除却損   1,481  1,646 3,595   

３ 固定資産交換差損   ―  458 ―   

４ 現物出資に伴う譲渡損   424  ― ―   

５ その他の特別損失 ※３ 278 2,426 0.3 139 2,826 0.4 4,457 11,059 0.7 

  税金等調整前中間 
  （当期）純利益 

    154,277 20.8 140,073 19.1   206,561 14.1 

  法人税、住民税 
  及び事業税 

  65,976  59,518 97,809   

  法人税等調整額   △3,978 61,998 8.4 △3,327 56,190 7.6 △15,312 82,496 5.7 

  少数株主利益     866 0.1 571 0.1   1,627 0.1 

  中間（当期）純利益     91,412 12.3 83,312 11.4   122,437 8.3 

           



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

 ［中間連結剰余金計算書］  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高   53,500 53,500 

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）残高   53,500 53,500 

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   674,990 674,990 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

  中間（当期）純利益   91,412 91,412 122,437 122,437 

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 配当金   6,720 13,440   

２ 役員賞与金   284 284   

（うち監査役賞与金）   (27) 7,004 (27) 13,724 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高   759,398 783,703 

      



 ［中間連結株主資本等変動計算書］ 

当中間連結会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

(注) 「剰余金の配当」及び「役員賞与金」は、平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 

 

 株主資本 
評価・換算
差額等 

少数株主 
持分 

純資産
合計 

資本金 
資本 
剰余金 

利益 
剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

その他 
有価証券 
評価差額金 

平成18年３月31日残高 (百万円) 112,000 53,500 783,703 △954 948,248 25,420 15,124 988,793 

中間連結会計期間中の変動額                 

剰余金の配当     △7,840   △7,840     △7,840 

役員賞与金     △331   △331     △331 

中間純利益     83,312   83,312     83,312 

自己株式の取得       △308,988 △308,988     △308,988 

持分法適用関連会社に対する 
持分割合変動による差額 

      △27 △27     △27 

株主資本以外の項目の中間連結 
会計期間中の変動額 (純額) 

          △3,277 △521 △3,799 

中間連結会計期間中の変動額合計 
          (百万円) 

― ― 75,140 △309,016 △233,875 △3,277 △521 △237,675 

平成18年９月30日残高 (百万円) 112,000 53,500 858,843 △309,971 714,372 22,142 14,603 751,118 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    

  
前中間連結会計期間 

  
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

  
当中間連結会計期間 

  
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前中間（当期）純利益   154,277 140,073 206,561 

２ 減価償却費   115,144 106,145 234,854 

３ 新幹線鉄道大規模改修 
引当金の増加額 

  16,666 16,666 33,333 

４ 退職給付引当金の減少額   △2,976 △3,012 △4,945 

５ 受取利息及び受取配当金   △446 △530 △558 

６ 支払利息   82,471 76,369 161,091 

７ 工事負担金受入額等   △205 △580 △3,140 

８ 固定資産除却損等   5,765 23,759 23,512 

９ 現物出資に伴う譲渡損   424 ― ―

10 売上債権の増加額   △2,240 △9,906 △2,758 

11 たな卸資産の増加額   △2,712 △3,178 △213 

12 仕入債務の増加額（△は減少額）   △13,589 △16,847 5,708 

13 未払金の増加額（△は減少額）   △6,653 △17,492 12,153 

14 前受金の増加額   7,268 9,296 755 

15 その他   868 2,417 51,351

小計   354,063 323,180 717,705 

16 利息及び配当金の受取額   472 556 584 

17 利息の支払額   △82,972 △76,229 △163,200 

18 法人税等の支払額   △41,943 △62,518 △77,186 

 営業活動によるキャッシュ・フロー   229,619 184,989 477,901 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 有形固定資産の取得による支出   △51,984 △77,943 △126,656 

２ 工事負担金等による受入   5,221 7,095 11,029 

３ 無形固定資産の取得による支出   △736 △1,237 △1,440 

４ 投資有価証券の取得による支出   △28 △3,241 △4,148 

５ その他（純額）   △887 △472 1,574 

 投資活動によるキャッシュ・フロー   △48,416 △75,800 △119,641 

 



    

  
前中間連結会計期間 

  
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

  
当中間連結会計期間 

  
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増加額   240 4,180 1,266 

２ 長期借入れによる収入   25,500 100,000 90,000 

３ 長期借入金の返済による支出   △15,971 △15,451 △98,129 

４ 社債の発行による収入   20,000 80,000 80,000 

５ 鉄道施設購入長期未払金の 
支払による支出 

  △58,028 △57,834 △289,893 

６ 自己株式の取得による支出    ― △308,988 ― 

７ 配当金の支払額   △6,720 △7,840 △13,440 

８ 少数株主への配当金の支払額   △12 △11 △12 

９ その他（純額）   △86 △284 △33,815 

 財務活動によるキャッシュ・フロー   △35,078 △206,229 △264,023 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
（△は減少額） 

  146,124 △97,040 94,236 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   78,486 172,723 78,486 

Ⅵ 連結子会社による非連結子会社の 
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 

  ― 824 ― 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末（期末）残高 

※１ 224,611 76,507 172,723 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 30社 

 主要な連結子会社名 ジェイ

アールセントラルビル㈱、ジェ

イアール東海不動産㈱、㈱ジェ

イアール東海ホテルズ、㈱ジェ

イアール東海髙島屋 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 30社 

同左 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数 30社 

 連結子会社名は、「第１ 企業

の概況 ４ 関係会社の状況」に

記載しているため、省略していま

す。 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社名 名古

屋熱供給㈱ 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

同左 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社名 名古屋

熱供給㈱ 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、営

業収益、中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも中

間連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため、連結の範

囲から除外しています。 

  

  

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、営業収

益、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていない

ため、連結の範囲から除外してい

ます。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社数 

２社 

 会社名 新生テクノス㈱、鉄

道情報システム㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社数 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用の関連会社数 

同左 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社（名古屋熱供給㈱他）

及び関連会社（㈱交通新聞社

他）は、中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても中間連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の適用範

囲から除外しています。 

 (2)       同左  (2) 持分法を適用していない非連

結子会社（名古屋熱供給㈱他）

及び関連会社（㈱交通新聞社

他）は、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分

法の対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用範囲

から除外しています。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関す

る事項 

 連結子会社のうち㈱ジェイアール

東海髙島屋の中間決算日は８月末日

です。中間連結財務諸表の作成に当

たっては、同日現在の中間財務諸表

を使用しています。ただし、中間連

結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行

っています。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関す

る事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関する

事項 

 連結子会社のうち㈱ジェイアール

東海髙島屋の決算日は２月末日で

す。連結財務諸表の作成に当たって

は、同日現在の財務諸表を使用して

います。ただし、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っています。 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

……中間決算日の市場価格

等に基づく時価法によ

っています。なお、評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定しています。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

……中間決算日の市場価格

等に基づく時価法によ

っています。なお、評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定しています。

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

……決算期末日の市場価格

等に基づく時価法によ

っています。なお、評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定しています。 

時価のないもの 

……移動平均法による原価

法によっています。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

分譲土地建物 

……個別法による原価法に

よっています。 

② たな卸資産 

同左 

② たな卸資産 

同左 

商品 

……主として売価還元法に

よる原価法によってい

ます。 

   

  

貯蔵品その他 

……主として移動平均法に

よる原価法によってい

ます。 

   

  

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

① 有形固定資産 

 主として定率法によってい

ます。 

 ただし、取替資産（新幹線

鉄道施設に係るものを除く）

については取替法によってい

ます。 

 また、新幹線車両について

は走行キロを基準として増加

償却を行っています。 

 なお、主な耐用年数は次の

とおりです。 

建物及び構築物 

……２年～60年 

機械装置及び運搬具 

……２年～20年 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

① 有形固定資産 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

① 有形固定資産 

同左 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

② 無形固定資産 

 定額法によっています。 

 なお、主な耐用年数は次のと

おりです。 

ソフトウェア 

……５年 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

 (3) 繰延資産の処理方法 

 社債発行費は、支出時に全額費

用として処理しています。 

 (3) 繰延資産の処理方法 

同左 

 (3) 繰延資産の処理方法 

同左 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しています。 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上し

ています。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

同左 

③ 新幹線鉄道大規模改修引当金 

 全国新幹線鉄道整備法第17条

第１項の規定により要積立額を

計上しています。 

③ 新幹線鉄道大規模改修引当金

同左 

③ 新幹線鉄道大規模改修引当金

同左 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上していま

す。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による

定額法により費用処理していま

す。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（主として５年）によ

る定額法により按分した額をそ

れぞれ主として発生した連結会

計年度から費用処理していま

す。 

④ 退職給付引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しています。

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による

定額法により費用処理していま

す。 

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（主として５年）によ

る定額法により按分した額をそ

れぞれ主として発生した連結会

計年度から費用処理していま

す。 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っています。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (6) 工事負担金の会計処理 

 高架化工事等に伴い地方公共団

体等より収受する工事負担金の会

計処理については、工事完成時に

取得した固定資産の取得原価から

当該工事負担金相当額を直接減額

しています。 

 なお、中間連結損益計算書にお

いては、工事負担金受入額を特別

利益に計上するとともに、固定資

産の取得原価から直接減額した額

を固定資産圧縮損として特別損失

に計上しています。 

 (6) 工事負担金の会計処理 

同左 

 (6) 工事負担金の会計処理 

 高架化工事等に伴い地方公共団

体等より収受する工事負担金の会

計処理については、工事完成時に

取得した固定資産の取得原価から

当該工事負担金相当額を直接減額

しています。 

 なお、連結損益計算書において

は、工事負担金受入額を特別利益

に計上するとともに、固定資産の

取得原価から直接減額した額を固

定資産圧縮損として特別損失に計

上しています。 

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

 税抜方式によっています。 

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

同左 

 (7) その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の処理方法 

 税抜方式によっています。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資等からなりま

す。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３か月以

内に償還期限の到来する短期投資等

からなります。 



会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――――― 
（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

 当中間連結会計期間より「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）

を適用しています。従来の資本の部

の合計に相当する金額は736,515百万

円です。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しています。  

────── 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

（中間連結損益計算書） 

１ 貸倒引当金戻入額 

 前中間連結会計期間において区分掲記していた「貸

倒引当金戻入額」（当中間連結会計期間２百万円）は

少額のため、当中間連結会計期間においては「その他

の特別利益」に含めて計上しています。 

（中間連結損益計算書） 

１ 負ののれん償却額 

 前中間連結会計期間において「その他の営業外収

益」に含めて表示していた「連結調整勘定償却額」

（前中間連結会計期間209百万円）は、営業外収益の

100分の10を超えたため、当中間連結会計期間において

は「負ののれん償却額」として区分掲記しています。 

２ 子会社清算益 

 前中間連結会計期間において「その他の特別利益」

に含めて表示していた「子会社清算益」（前中間連結

会計期間36百万円）は、特別利益の100分の10を超えた

ため、当中間連結会計期間においては区分掲記してい

ます。 

２ 持分法による投資利益 

 前中間連結会計期間において「その他の営業外収

益」に含めて表示していた「持分法による投資利益」

（前中間連結会計期間166百万円）は、営業外収益の

100分の10を超えたため、当中間連結会計期間において

は区分掲記しています。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,892,462百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

3,061,161百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

2,978,246百万円

※２ 固定資産の取得原価から直接減

額された工事負担金等累計額 

192,846百万円 

※２ 固定資産の取得原価から直接減

額された工事負担金等累計額 

192,436百万円

※２ 固定資産の取得原価から直接減

額された工事負担金等累計額 

191,696百万円

※３ 担保に供している資産及び担保

付債務 

 担保に供している資産及びこれ

に係る担保付債務は次のとおりで

す。 

※３ 担保に供している資産及び担保

付債務 

 担保に供している資産及びこれ

に係る担保付債務は次のとおりで

す。 

※３ 担保に供している資産及び担保

付債務 

 担保に供している資産及びこれ

に係る担保付債務は次のとおりで

す。 

建物及び構築物 1,183百万円 

土地 669百万円 

計 1,853百万円 

建物及び構築物 1,620百万円

土地 790百万円

計 2,410百万円

建物及び構築物 1,560百万円

土地 669百万円

計 2,230百万円

１年内返済 

長期借入金 
254百万円 

長期借入金 1,966百万円 

計 2,221百万円 

１年内返済 

長期借入金 
282百万円

長期借入金 1,886百万円

計 2,168百万円

１年内返済 

長期借入金 
246百万円

長期借入金 1,847百万円

計 2,094百万円

 また、非連結子会社の金融機関

からの借入金に対し、次の資産を

担保に供しています。 

   また、非連結子会社の金融機関

からの借入金に対し、次の資産を

担保に供しています。 

建物及び構築物 128百万円 

土地 120百万円 

計 249百万円 

 建物及び構築物 124百万円

土地 120百万円

計 244百万円

 この他に、旅客鉄道株式会社及

び日本貨物鉄道株式会社に関する

法律の一部を改正する法律（平成

13年法律第61号）附則第７条の規

定 に よ り 、 当 社 の 総 財 産

5,232,852百万円を社債180,000百

万円（債務履行引受契約20,000百

万円を含む）の一般担保に供して

います。 

 この他に、旅客鉄道株式会社及

び日本貨物鉄道株式会社に関する

法律の一部を改正する法律（平成

13年法律第61号）附則第７条の規

定 に よ り 、 当 社 の 総 財 産

5,001,281百万円を社債180,000百

万円（債務履行引受契約20,000百

万円を含む）の一般担保に供して

います。 

 この他に、旅客鉄道株式会社及

び日本貨物鉄道株式会社に関する

法律の一部を改正する法律（平成

13年法律第61号）附則第７条の規

定 に よ り 、 当 社 の 総 財 産

5,156,062百万円を社債180,000百

万円（債務履行引受契約20,000百

万円を含む）の一般担保に供して

います。 

４ 保証債務 

 非連結子会社の金融機関からの

借入金に対し、連帯保証を行って

います。 

４      ―――――― 

  

４ 保証債務 

 非連結子会社の金融機関からの

借入金に対し、連帯保証を行って

います。 

㈱ジェイアール

東海デリシャス

フーズ 

246百万円 

 ㈱ジェイアール

東海デリシャス

フーズ 

224百万円

５ 連帯債務 

 超電導磁気浮上方式鉄道技術開

発促進を目的とする財団法人鉄道

総合技術研究所の長期借入金に係

る連帯債務額は36,752百万円で

す。 

５ 連帯債務 

 超電導磁気浮上式鉄道技術開発

促進を目的とする財団法人鉄道総

合技術研究所の長期借入金に係る

連帯債務額は35,226百万円です。

５ 連帯債務 

 超電導磁気浮上方式鉄道技術開

発促進を目的とする財団法人鉄道

総合技術研究所の長期借入金に係

る連帯債務額は35,989百万円で

す。 

 



前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成18年３月31日) 

６ 社債、鉄道施設購入長期未払金

の債務履行引受契約及び債務引受

契約に係る偶発債務は311,419百

万円です。 

６ 社債、鉄道施設購入長期未払金

の債務履行引受契約及び債務引受

契約に係る偶発債務は361,710百

万円です。 

６ 社債、鉄道施設購入長期未払金

の債務履行引受契約及び債務引受

契約に係る偶発債務は382,686百

万円です。 

区分 
償還・支払期限 

(平成 年 月 日) 

偶発債務

金額 

(百万円) 

第１回 

普通社債 
26.２.21 20,000 

鉄道施設購入

長期未払金 

18.１.31～ 

23.８.1 
291,419 

合計 ― 311,419 

区分 
償還・支払期限

(平成 年 月 日)

偶発債務

金額 

(百万円) 

第１回 

普通社債 
26.２.21 20,000 

鉄道施設購入

長期未払金 

19.１.31～ 

25.１.31 
341,710 

合計 ― 361,710 

区分 
償還・支払期限 

(平成 年 月 日) 

偶発債務

金額 

(百万円) 

第１回 

普通社債 
26.２.21 20,000 

鉄道施設購入

長期未払金 

18.７.31～ 

25.１.31 
362,686 

合計 ― 382,686 

７ 当社が取引金融機関と締結して

いる貸出コミットメントの総額と

借入未実行残高は次のとおりで

す。 

７ 当社が取引金融機関と締結して

いる貸出コミットメントの総額と

借入未実行残高は次のとおりで

す。 

７ 当社が取引金融機関と締結して

いる貸出コミットメントの総額と

借入未実行残高は次のとおりで

す。 

貸出コミット 

メントの総額 
100,000百万円 

借入実行残高 ― 百万円 

差引額 100,000百万円 

貸出コミット 

メントの総額 
100,000百万円

借入実行残高 ― 百万円

借入未実行残高 100,000百万円

貸出コミット 

メントの総額 
100,000百万円

借入実行残高 ― 百万円

差引額 100,000百万円



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

す。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

す。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

す。 

人件費 42,990百万円 

(うち賞与引当金 

繰入額 
6,587百万円)

減価償却費 8,692百万円 

人件費 43,710百万円

(うち賞与引当金

繰入額 
6,735百万円)

減価償却費 8,702百万円

人件費 83,821百万円

(うち賞与引当金 

繰入額 
6,270百万円)

減価償却費 17,472百万円

※２ 固定資産売却益の内容は次のと

おりです。 

※２ 固定資産売却益の内容は次のと

おりです。 

※２ 固定資産売却益の内容は次のと

おりです。 

土地等 282百万円 土地 729百万円

建物等 55百万円

土地 454百万円

車両運搬具等 3百万円

※３   ―――――― ※３   ―――――― ※３ 減損損失 

 当社は以下の資産について、減

損損失（2,450百万円）を計上し

ています。 

  
用途 社宅跡地等 

場所 愛知県名古屋市など 

種類 土地 

    
 当連結会計年度に売却を決定し

た社宅跡地等については、個別に

資産のグルーピングを行い、帳簿

価額を回収可能価額まで減額して

います。 

 回収可能価額は、正味売却価額

により測定し、不動産鑑定士によ

る鑑定評価額等としています。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 自己株式の株式数の増加268,744株の内訳は以下のとおりです。 

         定款授権に基づく当社取締役会決議による取得（平成18年４月５日）  268,686株 

     持分法適用関連会社に対する持分割合変動による増加            58株 

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  

前連結会計 

年度末株式数 

(株) 

当中間連結会計 

期間増加株式数 

(株) 

当中間連結会計 

期間減少株式数 

(株) 

当中間連結会計 

期間末株式数 

(株) 

摘要 

 発行済株式      

  普通株式  2,240,000 ― ― 2,240,000   

合計 2,240,000 ― ― 2,240,000   

 自己株式           

  普通株式 2,018 268,744 ― 270,762  (注) 

合計 2,018 268,744 ― 270,762   

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり配当額
(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 7,840 3,500  平成18年３月31日  平成18年６月26日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

配当の原資 
１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成18年10月27日 

取締役会 
普通株式 6,899 利益剰余金 3,500  平成18年９月30日  平成18年12月４日 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金・預金勘定 81,691百万円 

短期貸付金 

(現先取引) 
140,996百万円 

その他の 

流動資産 
1,923百万円 

現金及び 

現金同等物 
224,611百万円 

現金及び 

預金勘定 
73,194百万円

その他の 

流動資産 
3,313百万円

現金及び 

現金同等物 
76,507百万円

現金・預金勘定 70,430百万円

短期貸付金 

(現先取引) 
99,996百万円

その他の 

流動資産 
2,296百万円

現金及び 

現金同等物 
172,723百万円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（借手側） （借手側） （借手側） 

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 (1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 (1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

 
取得価額

相当額 

(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円) 

機械装置 
及び運搬具 

666 356 309 

その他の 
有形固定 
資産 

2,421 1,280 1,140 

無形固定 
資産 

499 343 156 

合計 3,587 1,980 1,607 

 
取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置 
及び運搬具 

759 288 470

その他の 
有形固定 
資産 

1,945 991 954

無形固定 
資産 

513 190 323

合計 3,219 1,470 1,748

 
取得価額

相当額 

(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高

相当額 

(百万円)

機械装置 
及び運搬具

503 261 241 

その他の 
有形固定 
資産 

1,987 972 1,014 

無形固定 
資産 

403 182 220 

合計 2,894 1,417 1,477 

 (注)  取得価額相当額の算定は、未

経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法によっています。 

 (注)       同左  (注)  取得価額相当額の算定は、

未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利

子込み法によっています。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 
669百万円 

（9百万円）

１年超 
961百万円 

（13百万円）

合計 
1,630百万円 

（23百万円）

１年内 
639百万円 

（7百万円）

１年超 
1,128百万円 

（11百万円）

合計 
1,767百万円 

（18百万円）

１年内 
557百万円 

（10百万円）

１年超 
944百万円 

（13百万円）

合計 
1,501百万円 

（24百万円）

 上記の（ ）内は内数で、転リ

ース取引に係る未経過リース料中

間期末残高相当額です。 

 上記の（ ）内は内数で、転リ

ース取引に係る未経過リース料中

間期末残高相当額です。 

 上記の（ ）内は内数で、転

リース取引に係る未経過リース

料期末残高相当額です。 

 (注)  未経過リース料中間期末残高

相当額の算定は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

よっています。 

 (注)       同左  (注)  未経過リース料期末残高相当

額の算定は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法によっていま

す。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 436百万円

減価償却費相当額 436百万円

支払リース料 379百万円

減価償却費相当額 379百万円

支払リース料 838百万円

減価償却費相当額 838百万円

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

います。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 

１年内 863百万円

１年超 2,702百万円

合計 3,566百万円

１年内 864百万円

１年超 1,838百万円

合計 2,702百万円

１年内 864百万円

１年超 2,270百万円

合計 3,135百万円

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（貸手側） （貸手側） （貸手側） 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間期末残高 

 (1) リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間期末残高 

 (1) リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び期末残高 

  
取得価額 

(百万円) 

減価償却
累計額 
(百万円) 

中間期末
残高 
(百万円) 

機械装置 
及び運搬具 

442 226 216 

合計 442 226 216 

  
取得価額

(百万円)

減価償却
累計額 
(百万円)

中間期末
残高 
(百万円)

機械装置 
及び運搬具 

468 244 223

合計 468 244 223

取得価額 

(百万円) 

減価償却
累計額 
(百万円) 

期末残高

(百万円)

機械装置 
及び運搬具

443 228 215 

合計 443 228 215 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 
199百万円 

（21百万円）

１年超 
207百万円 

（29百万円）

合計 
406百万円 

（51百万円）

１年内 
208百万円 

（17百万円）

１年超 
201百万円 

（27百万円）

合計 
410百万円 

（44百万円）

１年内 
199百万円 

（19百万円）

１年超 
213百万円 

（28百万円）

合計 
413百万円 

（47百万円）

 上記の（ ）内は内数で、転リ

ース取引に係る未経過リース料中

間期末残高相当額です。 

 上記の（ ）内は内数で、転リ

ース取引に係る未経過リース料中

間期末残高相当額です。 

 上記の（ ）内は内数で、転リ

ース取引に係る未経過リース料期

末残高相当額です。 

 (注)  未経過リース料中間期末残高

相当額の算定は、未経過リース

料中間期末残高及び見積残存価

額の残高の合計額が営業債権の

中間期末残高等に占める割合が

低いため、受取利子込み法によ

っています。 

 (注)      同左  (注)  未経過リース料期末残高相当

額の算定は、未経過リース料期

末残高及び見積残存価額の残高

の合計額が営業債権の期末残高

等に占める割合が低いため、受

取利子込み法によっています。

 (3) 受取リース料及び減価償却費  (3) 受取リース料及び減価償却費  (3) 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 99百万円

減価償却費 45百万円

受取リース料 118百万円

減価償却費 56百万円

受取リース料 214百万円

減価償却費 101百万円



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末 (平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

当中間連結会計期間末 (平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

  
取得原価 

中間連結貸借 
対照表計上額 

差額 

 (1) 株式   14,547百万円 45,218百万円 30,670百万円

 (2) 債券        

① 国債・地方債等   70百万円 72百万円 2百万円

② 社債   ― ― ―

 (3) その他   276百万円 399百万円 122百万円

計   14,894百万円 45,689百万円 30,795百万円

非上場株式 16,258百万円

非上場優先株式 5,000百万円

非上場優先出資証券 542百万円

  
取得原価 

中間連結貸借 
対照表計上額 

差額 

 (1) 株式   21,902百万円 58,478百万円 36,575百万円

 (2) 債券        

① 国債・地方債等   70百万円 71百万円 0百万円

② 社債   ― ― ―

 (3) その他   276百万円  373百万円 97百万円

計   22,249百万円 58,922百万円 36,673百万円

非上場株式 16,095百万円

非上場優先株式 5,000百万円



前連結会計年度末 (平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間 (自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度 (自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

  
取得原価 

連結貸借 
対照表計上額 

差額 

 (1) 株式   18,660百万円 60,610百万円 41,949百万円

 (2) 債券        

① 国債・地方債等   70百万円 70百万円 0百万円

② 社債   ― ― ―

 (3) その他   276百万円 431百万円 155百万円

計   19,007百万円 61,112百万円 42,105百万円

非上場株式 16,157百万円

非上場優先株式 5,000百万円



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間 (自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

   (注) １ 事業区分の方法 

  日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、当社の実態を

勘案して事業を区分しています。 

２  各事業区分の主な事業内容 

運輸業……………鉄道事業、バス事業 

流通業……………百貨店業、卸売・小売業、飲食業 

不動産業…………不動産賃貸業 

その他の事業……ホテル業、旅行業、広告業、建設業等 

当中間連結会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

   (注) １  事業区分の方法 

  日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、当社の実態を

勘案して事業を区分しています。 

２  各事業区分の主な事業内容 

運輸業……………鉄道事業、バス事業 

流通業……………百貨店業、卸売・小売業、飲食業 

不動産業…………不動産賃貸業 

その他の事業……ホテル業、旅行業、広告業、建設業等 

 
運輸業 

(百万円) 

流通業 

(百万円) 

不動産業 

(百万円) 

その他の
事業 
(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高               

 (1) 外部顧客に対する 

売上高 
603,439 90,776 19,064 27,345 740,626 ― 740,626 

 (2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
5,978 3,352 10,100 29,410 48,841 (48,841) ― 

計 609,417 94,129 29,164 56,755 789,467 (48,841) 740,626 

営業費用 384,583 90,301 21,910 55,764 552,559 (49,370) 503,188 

営業利益 224,834 3,828 7,254 991 236,908 528 237,437 

 
運輸業 

(百万円) 

流通業 

(百万円) 

不動産業 

(百万円) 

その他の
事業 
(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高               

 (1) 外部顧客に対する 

売上高 
597,362 90,811 19,000 26,241 733,416 ― 733,416 

 (2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
5,858 4,994 10,177 30,755 51,785 (51,785) ― 

計 603,220 95,806 29,178 56,996 785,201 (51,785) 733,416 

営業費用 398,224 92,339 22,182 57,088 569,835 (52,071) 517,764 

営業利益又は営業損失(△) 204,995 3,466 6,996 △91 215,366 285 215,652 



前連結会計年度 (自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  (注) １ 事業区分の方法 

  日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、当社の実態を

勘案して事業を区分しています。 

２  各事業区分の主な事業内容 

運輸業……………鉄道事業、バス事業 

流通業……………百貨店業、卸売・小売業、飲食業 

不動産業…………不動産賃貸業 

その他の事業……ホテル業、旅行業、広告業、建設業等 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、海外売上高がないため、該当事項は

ありません。 

 
運輸業 

(百万円) 

流通業 

(百万円) 

不動産業 

(百万円) 

その他の
事業 
(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高               

 (1) 外部顧客に対する 

売上高 
1,187,944 183,103 38,046 58,556 1,467,650 ― 1,467,650 

 (2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
11,857 7,603 20,186 86,518 126,165 (126,165) ― 

計 1,199,802 190,706 58,232 145,074 1,593,815 (126,165) 1,467,650 

営業費用 819,819 183,197 45,766 141,117 1,189,900 (126,005) 1,063,895 

営業利益 379,983 7,509 12,466 3,956 403,915 (160) 403,754 



（１株当たり情報） 

 (注) １ 表示単位未満の端数は四捨五入して表示しています。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

３ １株当たり純資産額の計算上の基礎は以下のとおりです。  

４ １株当たり中間（当期）純利益の計算上の基礎は以下のとおりです。 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 421,149.85円 374,010.39円 434,917.59円 

１株当たり中間（当期）純利益 40,845.97円 42,024.78円 54,560.69円 

  前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

 純資産額 (百万円) ― 751,118 ― 

純資産額から 

控除する金額 
(百万円) ― 14,603 ― 

（うち少数株主持分） (百万円) ― 14,603 ― 

普通株式に係る 

純資産額 
(百万円) ― 736,515 ― 

普通株式の中間連結会 

計期間（連結会計年度）

末株式数 

(株) ― 1,969,238 ― 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純利益 (百万円) 91,412 83,312 122,437 

普通株主に 

帰属しない金額 
(百万円) ― ― 331 

（うち利益処分による 

  役員賞与金） 
(百万円) ― ― 331 

普通株式に係る 

中間（当期）純利益 
(百万円) 91,412 83,312 122,105 

普通株式の 

期中平均株式数 
(株) 2,237,982 1,982,452 2,237,982 



（重要な後発事象） 

(2)【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（長期債務の早期返済） ────── （自己株式の取得） 

１ 当該事象の発生年月日 

２ 当該事象の内容 

 長期債務を縮減し、財務体質を強

化するため、債務引受契約を締結

し、91,597百万円の早期返済を実施

しました。 

３ 当該事象の損益に与える影響額 

 当連結会計年度において、債務返

済損33,507百万円を連結損益計算書

の営業外費用に計上する予定です。 

平成17年９月26日 当社取締 

役会決議 

平成17年10月14日 債務引受 

契約締結 

  

  

  

  

  

 平成18年４月５日に、定款授権に基

づく当社取締役会決議により、次のと

おり自己株式を取得しています。 

普通株式 268,686株 

取得価額の 
総額 

308,988百万円 

取得を必要 
とした理由 

機動的な資本政策
の遂行を可能とす
るため 

取得方法 

東京証券取引所の
ToSTNeT-2（終値
取引）による買付
け 



２【中間財務諸表等】 

(1)【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末  

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金   78,941  67,548 68,029   

２ 未収運賃   20,708  32,515 17,877   

３ 未収金   8,327  7,982 10,974   

４ 短期貸付金   153,631  9,845 106,625   

５ 貯蔵品   7,609  7,859 6,770   

６ 繰延税金資産   19,568  18,510 19,222   

７ その他の流動資産   10,643  16,542 13,608   

流動資産合計     299,430 5.7 160,804 3.2   243,109 4.7 

Ⅱ 固定資産          

１ 鉄道事業固定資産 
※１ 
※２ 

4,377,427  4,227,462 4,317,886   

２ 関連事業固定資産 
※１ 
※２ 

42,730  43,887 42,451   

３ 各事業関連固定資産 
※１ 
※２ 

103,536  112,274 99,194   

４ 建設仮勘定   75,562  90,516 92,484   

５ 投資その他の資産          

 (1) 投資有価証券   187,011  200,326 201,764   

 (2) 繰延税金資産   132,778  146,479 140,193   

 (3) その他の投資等   14,377  19,529 18,977   

投資その他の 
資産合計 

  334,167  366,335 360,935   

固定資産合計     4,933,422 94.3 4,840,476 96.8   4,912,953 95.3 

資産合計 ※３   5,232,852 100.0 5,001,281 100.0   5,156,062 100.0 

           

 



    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末  

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１ 短期借入金   76,390  80,428 83,109   

２ １年内返済 
長期借入金 

  89,974  109,764 109,774   

３ １年内に支払う鉄道 
施設購入長期未払金 

  290,587  186,082 186,336   

４ 未払金   54,946  59,228 110,292   

５ 未払法人税等   63,920  57,935 59,790   

６ 預り連絡運賃   419  255 1,896   

７ 前受運賃   31,133  30,867 29,295   

８ 賞与引当金   19,239  19,979 18,765   

９ その他の流動負債   76,418  90,188 72,406   

流動負債合計     703,029 13.4 634,731 12.7   671,666 13.0 

Ⅱ 固定負債          

１ 社債 ※３ 355,000  495,000 415,000   

２ 長期借入金   508,497  563,033 474,760   

３ 鉄道施設購入 
長期未払金 

  2,397,493  2,212,299 2,269,879   

４ 新幹線鉄道 
大規模改修引当金 

  100,000  133,333 116,666   

５ 退職給付引当金   218,922  213,666 216,935   

６ その他の固定負債   25,224  37,139 37,897   

固定負債合計     3,605,137 68.9 3,654,471 73.1   3,531,139 68.5 

負債合計     4,308,167 82.3 4,289,203 85.8   4,202,805 81.5 

           

 



    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末  

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

（資本の部）          

Ⅰ 資本金     112,000 2.1 ― ―   112,000 2.2 

Ⅱ 資本剰余金          

    資本準備金   53,500  ― 53,500   

    資本剰余金合計     53,500 1.0 ― ―   53,500 1.0 

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   12,504  ― 12,504   

２ 任意積立金   580,766  ― 580,766   

     ３ 中間（当期） 
         未処分利益 

  147,546  ― 169,370   

利益剰余金合計     740,818 14.2 ― ―   762,641 14.8 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

    18,367 0.4 ― ―   25,115 0.5 

資本合計     924,685 17.7 ― ―   953,256 18.5 

負債・資本合計     5,232,852 100.0 ― ―   5,156,062 100.0 

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金     ― ― 112,000 2.2   ― ―

２ 資本剰余金          

   資本準備金   ―  53,500 ―   

資本剰余金合計     ― ― 53,500 1.1   ― ―

３ 利益剰余金          

 (1) 利益準備金   ―  12,504 ―   

 (2) その他利益剰余金          

圧縮記帳積立金   ―  5,877 ―   

別途積立金   ―  670,000 ―   

繰越利益剰余金   ―  145,312 ―   

利益剰余金合計     ― ― 833,694 16.7   ― ―

４ 自己株式     ― ― △308,988 △6.2   ― ―

株主資本合計     ― ― 690,205 13.8   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等          

     その他有価証券 
       評価差額金 

    ― ― 21,871 0.4   ― ―

評価・換算差額等 
合計 

    ― ― 21,871 0.4   ― ―

純資産合計     ― ― 712,077 14.2   ― ―

負債・純資産合計     ― ― 5,001,281 100.0   ― ―

           



②【中間損益計算書】 

(注) 百分比は、全事業営業収益（前中間会計期間609,121百万円、当中間会計期間603,238百万円、前事業年度

1,199,616百万円）をそれぞれ100とする比率です。 

    
前中間会計期間 

 (自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)  

当中間会計期間 

 (自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)  

前事業年度の 
要約損益計算書 

 (自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)  

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 鉄道事業営業利益          

１ 営業収益     605,152 99.3 599,199 99.3   1,191,496 99.3 

２ 営業費 ※１   380,458 62.5 394,460 65.4   811,395 67.6 

  鉄道事業営業利益     224,694 36.8 204,739 33.9   380,100 31.7 

Ⅱ 関連事業営業利益          

１ 営業収益     3,968 0.7 4,038 0.7   8,119 0.7 

２ 営業費     1,979 0.3 2,016 0.3   4,466 0.4 

  関連事業営業利益     1,989 0.4 2,022 0.4   3,652 0.3 

  全事業営業利益     226,684 37.2 206,761 34.3   383,753 32.0 

Ⅲ 営業外収益 ※２   2,072 0.4 1,874 0.3   6,155 0.5 

Ⅳ 営業外費用 ※３   82,575 13.6 76,089 12.6   194,525 16.2 

  経常利益     146,181 24.0 132,546 22.0   195,383 16.3 

Ⅴ 特別利益 ※４   590 0.1 1,144 0.2   3,961 0.3 

Ⅵ 特別損失 ※５   760 0.1 1,097 0.2   7,088 0.6 

       税引前 
       中間（当期）純利益 

    146,012 24.0 132,594 22.0   192,256 16.0 

       法人税、住民税 
       及び事業税 

  62,581  56,762 91,888   

  法人税等調整額   △4,106 58,475 9.6 △3,392 53,369 8.9 △15,712 76,176 6.3 

  中間（当期）純利益     87,537 14.4 79,224 13.1   116,080 9.7 

  前期繰越利益     60,009   60,009 

  中間配当額     ―   6,720 

       中間（当期）未処分 
       利益 

    147,546   169,370 

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

          当中間会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  (注) その他利益剰余金の内訳は次のとおりです。 

  (注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目です。 

  

株主資本 
評価・換算 

差額等 

純資産 

合計 
資本金 

資本 

剰余金 
利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 
資本 

準備金 

利益 

準備金 

その他 

利益 

剰余金 

(注) 

利益 

剰余金 

合計 

平成18年３月31日残高 (百万円) 112,000 53,500 12,504 750,136 762,641 － 928,141 25,115 953,256 

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当       △7,840 △7,840   △7,840   △7,840 

役員賞与金       △331 △331   △331   △331 

中間純利益       79,224 79,224   79,224   79,224 

自己株式の取得           △308,988 △308,988   △308,988 

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
              △3,243 △3,243 

中間会計期間中の変動額合計  

           (百万円) 
－ － － 71,053 71,053 △308,988 △237,935 △3,243 △241,179 

平成18年９月30日残高 (百万円) 112,000 53,500 12,504 821,189 833,694 △308,988 690,205 21,871 712,077 

 
圧縮記帳 

積立金 

別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 
合計 

平成18年３月31日残高 (百万円) 5,766 575,000 169,370 750,136 

中間会計期間中の変動額         

 圧縮記帳積立金の積立 111   △111 － 

 別途積立金の積立(注)   95,000 △95,000 － 

 剰余金の配当(注)     △7,840 △7,840 

 役員賞与金(注)     △331 △331 

 中間純利益     79,224 79,224 

中間会計期間中の変動額合計 

           (百万円)  
111 95,000 △24,058 71,053 

平成18年９月30日残高 (百万円)  5,877 670,000 145,312 821,189 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

 (自 平成17年４月１日 
   至 平成17年９月30日)  

当中間会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)  

前事業年度 
 (自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)  

１ 資産の評価基準及び

評価方法 

 (1) 有価証券 

 子会社株式及び関連会

社株式 

……移動平均法による

原価法によってい

ます。 

 (1) 有価証券 

 子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

 (1) 有価証券 

 子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

  その他有価証券 

 時価のあるもの 

……中間決算日の市

場価格等に基づ

く時価法によっ

ています。な

お、評価差額は

全部資本直入法

により処理し、

売却原価は移動

平均法により算

定しています。 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

……中間決算日の市

場価格等に基づ

く時価法によっ

ています。な

お、評価差額は

全部純資産直入

法により処理

し、売却原価は

移動平均法によ

り算定していま

す。 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

……決算日の市場価

格等に基づく時

価法によってい

ます。なお、評

価差額は全部資

本直入法により

処理し、売却原

価は移動平均法

により算定して

います。 

  時価のないもの 

……移動平均法によ

る原価法によっ

ています。 

 時価のないもの 

同左 

 時価のないもの 

同左 

 
 (2) たな卸資産 

  貯蔵品 

……移動平均法によ

る原価法によっ

ています。 

 (2) たな卸資産 

同左 

 (2) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却

の方法 

 (1) 有形固定資産 

 定率法によっていま

す。 

 ただし、取替資産（新

幹線鉄道施設に係るもの

を除く）については取替

法によっています。 

 また、新幹線車両につ

いては走行キロを基準と

して増加償却を行ってい

ます。 

 なお、主な耐用年数は

次のとおりです。 

建物    ３年～50年 

構築物  ５年～60年 

車両   10年～20年 

機械装置 ３年～20年 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

 (自 平成17年４月１日 
   至 平成17年９月30日)  

当中間会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)  

前事業年度 
 (自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)  

  

  

 (2) 無形固定資産 

 定額法によっていま

す。 

 なお、主な耐用年数は

次のとおりです。 

ソフトウェア  ５年 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

同左 

３ 繰延資産の処理方法  社債発行費は、支出時に

全額費用として処理してい

ます。 

同左 同左 

４ 引当金の計上基準  (1) 賞与引当金 

 従業員賞与の支給に備

えるため、支給見込額に

基づき計上しています。 

（1）賞与引当金 

同左 

（1）賞与引当金 

同左 

  (2) 新幹線鉄道大規模改修

引当金 

 全国新幹線鉄道整備法

第17条第１項の規定によ

り要積立額を計上してい

ます。 

（2）新幹線鉄道大規模改修

引当金 

同左 

（2）新幹線鉄道大規模改修

引当金 

同左 

 
 (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務の

見込額に基づき、当中間

会計期間末において発生

していると認められる額

を計上しています。 

 数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞ

れ発生の事業年度から費

用処理しています。 

 (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務の

見込額に基づき、当中間

会計期間末において発生

していると認められる額

を計上しています。 

 過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額

法により費用処理してい

ます。 

 数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞ

れ発生の事業年度から費

用処理しています。 

 (3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務の

見込額に基づき計上して

います。 

 数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞ

れ発生の事業年度から費

用処理しています。 

５ リース取引の処理 

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

います。 

同左 同左 

 



会計処理方法の変更 

項目 
前中間会計期間 

 (自 平成17年４月１日 
   至 平成17年９月30日)  

当中間会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)  

前事業年度 
 (自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)  

６ 工事負担金の会計 

処理 

 高架化工事等に伴い地方

公共団体等より収受する工

事負担金の会計処理につい

ては、工事完成時に取得し

た固定資産の取得原価から

当該工事負担金相当額を直

接減額しています。 

 なお、中間損益計算書に

おいては、工事負担金受入

額を特別利益に計上すると

ともに、固定資産の取得原

価から直接減額した額を固

定資産圧縮損として特別損

失に計上しています。 

同左  高架化工事等に伴い地方

公共団体等より収受する工

事負担金の会計処理につい

ては、工事完成時に取得し

た固定資産の取得原価から

当該工事負担金相当額を直

接減額しています。 

 なお、損益計算書におい

ては、工事負担金受入額を

特別利益に計上するととも

に、固定資産の取得原価か

ら直接減額した額を固定資

産圧縮損として特別損失に

計上しています。 

７ その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項 

 消費税等の処理方法 

 消費税等の処理方法は、

税抜方式によっています。 

 なお、仮払消費税等と仮

受消費税等は相殺のうえ

「その他の流動負債」に含

めて表示しています。 

 消費税等の処理方法 

同左 

 消費税等の処理方法 

 消費税等の処理方法は、

税抜方式によっています。 

前中間会計期間 
 (自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)  

当中間会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)  

前事業年度 
 (自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)  

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

  当中間会計期間より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しています。従来の資本の部の合

計に相当する金額は、712,077百万円

です。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しています。 

────── 



注記事項 

 (中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,775,117百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,937,519百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,859,058百万円

※２ 固定資産の取得原価から直接減

額された工事負担金等累計額 

190,653百万円 

※２ 固定資産の取得原価から直接減

額された工事負担金等累計額 

189,899百万円

※２ 固定資産の取得原価から直接減

額された工事負担金等累計額 

189,502百万円

※３ 担保に供している資産及び担保

付債務 

 旅客鉄道株式会社及び日本貨物

鉄道株式会社に関する法律の一部

を改正する法律（平成13年法律第

61号）附則第７条の規定により、

総財産5,232,852百万円を社債

180,000百万円（債務履行引受契

約20,000百万円を含む）の一般担

保に供しています。 

※３ 担保に供している資産及び担保

付債務 

 旅客鉄道株式会社及び日本貨物

鉄道株式会社に関する法律の一部

を改正する法律（平成13年法律第

61号）附則第７条の規定により、

総財産5,001,281百万円を社債

180,000百万円（債務履行引受契

約20,000百万円を含む）の一般担

保に供しています。 

※３ 担保に供している資産及び担保

付債務 

 旅客鉄道株式会社及び日本貨物

鉄道株式会社に関する法律の一部

を改正する法律（平成13年法律第

61号）附則第７条の規定により、

総財産5,156,062百万円を社債

180,000百万円（債務履行引受契

約20,000百万円を含む）の一般担

保に供しています。 

４ 連帯債務 

 超電導磁気浮上方式鉄道技術開

発促進を目的とする財団法人鉄道

総合技術研究所の長期借入金に係

る連帯債務額は36,752百万円で

す。 

４ 連帯債務 

 超電導磁気浮上式鉄道技術開発

促進を目的とする財団法人鉄道総

合技術研究所の長期借入金に係る

連帯債務額は35,226百万円です。 

４ 連帯債務 

 超電導磁気浮上方式鉄道技術開

発促進を目的とする財団法人鉄道

総合技術研究所の長期借入金に係

る連帯債務額は35,989百万円で

す。 

５ 子会社の金融機関からの借入金

に対して、次のとおり保証を行っ

ています。 

ジェイアールセントラルビル㈱

に対する保証 

63,939百万円 

５ 子会社の金融機関からの借入金

に対して、次のとおり保証を行っ

ています。 

ジェイアールセントラルビル㈱

に対する保証 

58,015百万円

５ 子会社の金融機関からの借入金

に対して、次のとおり保証を行っ

ています。 

ジェイアールセントラルビル㈱

に対する保証 

60,977百万円

６ 社債、鉄道施設購入長期未払 

金の債務履行引受契約及び債務 

引受契約に係る偶発債務は 

311,419百万円です。 

６ 社債、鉄道施設購入長期未払

金の債務履行引受契約及び債務

引受契約に係る偶発債務は

361,710百万円です。 

６ 社債、鉄道施設購入長期未払

金の債務履行引受契約及び債務

引受契約に係る偶発債務は

382,686百万円です。 

区分 
償還・ 
支払期限 

(平成 年 月 日) 

偶発債務
金額 
(百万円) 

第１回 
普通社債 

 26.２.21 20,000 

鉄道施設購入
長期未払金 

 18.１.31～ 
 23.８.１ 

291,419 

合計 ― 311,419 

区分 
償還・ 
支払期限 

(平成 年 月 日)

偶発債務
金額 
(百万円) 

第１回 
普通社債 

 26.２.21 20,000

鉄道施設購入
長期未払金 

 19.１.31～   
 25.１.31 

341,710

合計 ― 361,710

区分 
償還・ 
支払期限 

(平成 年 月 日) 

偶発債務
金額 
(百万円) 

第１回 
普通社債 

 26.２.21 20,000 

鉄道施設購入
長期未払金 

 18.７.31～   
 25.１.31 

362,686 

合計 ― 382,686 

７ 取引金融機関と締結している 

貸出コミットメントの総額と借 

入未実行残高は次のとおりで 

す。 

７ 取引金融機関と締結している

貸出コミットメントの総額と借

入未実行残高は次のとおりで

す。 

７ 取引金融機関と締結している

貸出コミットメントの総額と借

入未実行残高は次のとおりで

す。 

貸出コミット 

メントの総額 
100,000百万円 

借入実行残高 － 百万円 

差引額 100,000百万円 

貸出コミット 

メントの総額 
100,000百万円

借入実行残高 － 百万円

借入未実行残高 100,000百万円

貸出コミット 

メントの総額 
100,000百万円

借入実行残高 － 百万円

差引額 100,000百万円



 (中間損益計算書関係) 

 (中間株主資本等変動計算書関係) 

 当中間会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)  

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注) 自己株式の株式数の増加268,686株は、定款授権に基づく取締役会決議により、平成18年４月５日に取得したも 

   のです。 

前中間会計期間 
 (自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)  

当中間会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)   

前事業年度 
 (自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)  

※１ 全国新幹線鉄道整備法第17条第

１項の規定により計上する新幹線

鉄道大規模改修引当金繰入額 

16,666百万円 

※１ 全国新幹線鉄道整備法第17条第

１項の規定により計上する新幹線

鉄道大規模改修引当金繰入額 

16,666百万円

※１ 全国新幹線鉄道整備法第17条第

１項の規定により計上する新幹線

鉄道大規模改修引当金繰入額 

33,333百万円

※２ 営業外収益の主要項目 ※２ 営業外収益の主要項目 ※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息 65百万円 

受取配当金 467百万円 

団体定期保険等

受入額 
569百万円 

受取利息 131百万円

受取配当金 530百万円

団体定期保険等

受入額 
469百万円

受取利息 160百万円

受取配当金 545百万円

団体定期保険等

受入額 
3,577百万円

※３ 営業外費用の主要項目 ※３ 営業外費用の主要項目 ※３ 営業外費用の主要項目 

支払利息及び 

社債利息 
11,672百万円 

鉄道施設購入 

長期未払金利息 
69,557百万円 

支払利息及び 

社債利息 
12,855百万円

鉄道施設購入 

長期未払金利息 
62,326百万円

支払利息及び 

社債利息 
23,523百万円

鉄道施設購入 

長期未払金利息 
135,154百万円

※４ 特別利益の主要項目 ※４ 特別利益の主要項目 ※４ 特別利益の主要項目 

工事負担金 

受入額等 

218百万円 工事負担金 

受入額等 

580百万円 工事負担金 

受入額等 

3,140百万円

※５ 特別損失の主要項目 ※５ 特別損失の主要項目 ※５ 特別損失の主要項目 

現物出資に伴う

譲渡損 
424百万円 

固定資産圧縮損 241百万円 

固定資産圧縮損 582百万円

固定資産交換差損 458百万円

固定資産圧縮損 3,007百万円

減損損失 2,450百万円

     当社は、以下の資産について、

減損損失（2,450百万円）を計上

しています。 

  用 途 社宅跡地等 

場 所 愛知県名古屋市など 

種 類 土地 

     当事業年度に売却を決定した社

宅跡地等については、個別に資産

のグルーピングを行い、帳簿価額

を回収可能価額まで減額していま

す。 

 回収可能価額は、正味売却価額

により測定し、不動産鑑定士によ

る鑑定評価額等としています。 

６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 106,678百万円 

無形固定資産 1,741百万円 

有形固定資産 97,641百万円

無形固定資産 1,559百万円

有形固定資産 217,988百万円

無形固定資産 3,418百万円

  自己株式の種類  
前事業年度末 

株式数 (株) 

当中間会計期間 

増加株式数 (株) 

当中間会計期間

減少株式数 (株) 

当中間会計期間末 

株式数 (株) 
摘要  

   普通株式  － 268,686 － 268,686  (注) 



 (リース取引関係) 

前中間会計期間 
 (自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)  

当中間会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)  

前事業年度 
 (自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)  

（借手側） （借手側） （借手側） 

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 (1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 (1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円) 

鉄道事業 
固定資産 

1,704 883 821 

各事業関
連固定資
産 

180 102 78 

合計 1,884 985 899 

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円) 

鉄道事業 
固定資産 

2,025 751 1,273

各事業関
連固定資
産 

157 59 98

合計 2,182 810 1,371

 
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

鉄道事業
固定資産

1,474 434 1,040 

各事業関
連固定資
産 

174 108 65 

合計 1,649 543 1,105 

 (注)  取得価額相当額の算定は、未

経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法によっています。 

 (注)      同左  (注)  取得価額相当額の算定は、未

経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法

によっています。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 406百万円

１年超 492百万円

合計 899百万円

１年内 452百万円

１年超 919百万円

合計 1,371百万円

１年内 370百万円

１年超 735百万円

合計 1,105百万円

 (注)  未経過リース料中間期末残高

相当額の算定は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

よっています。 

 (注)      同左  (注)  未経過リース料期末残高相当

額の算定は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法によっていま

す。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 290百万円

減価償却費相当額 290百万円

支払リース料 254百万円

減価償却費相当額 254百万円

支払リース料 553百万円

減価償却費相当額 553百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

います。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年内 863百万円

１年超 2,702百万円

合計 3,566百万円

１年内 864百万円

１年超 1,838百万円

合計 2,702百万円

１年内 864百万円

１年超 2,270百万円

合計 3,135百万円



 (有価証券関係) 

前中間会計期間末 (平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間末 (平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

前事業年度末 (平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

 (１株当たり情報) 

 (注) １ 表示単位未満の端数は四捨五入して表示しています。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。

３ １株当たり純資産額の計算上の基礎は以下のとおりです。 

４ １株当たり中間（当期）純利益の計算上の基礎は以下のとおりです。 

項   目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 412,806.10円 361,219.84円 425,413.20円 

１株当たり中間（当期）純利益 39,079.12円 39,921.01円 51,673.80円 

 
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

純資産額 (百万円) ― 712,077 ― 

純資産額から 

控除する金額 
(百万円) ― ― ― 

普通株式に係る 

純資産額 
(百万円) ― 712,077 ― 

普通株式の中間会計 
期間（事業年度）末 
株式数 

(株) ― 1,971,314 ― 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純利益 (百万円) 87,537 79,224 116,080 

普通株主に 

帰属しない金額 
(百万円) ― ― 331 

（うち利益処分による 

 役員賞与金） 
(百万円) ― ― 331 

普通株式に係る 

中間（当期）純利益 
(百万円) 87,537 79,224 115,749 

普通株式の 

期中平均株式数 
(株) 2,240,000 1,984,528 2,240,000 



 (重要な後発事象) 

前中間会計期間 
 (自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)  

当中間会計期間 
 (自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)  

前事業年度 
 (自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)  

（長期債務の早期返済） ────── （自己株式の取得） 

１ 当該事象の発生年月日 

２ 当該事象の内容 

 長期債務を縮減し、財務体質を

強化するため、債務引受契約を締

結し、91,597百万円の早期返済を

実施しました。 

３ 当該事象の損益に与える影響額 

 当事業年度において、債務返済

損33,507百万円を損益計算書の営

業外費用に計上する予定です。 

平成17年９月26日 取締役会

決議 

平成17年10月14日 債務引受

契約締結

  

  

  

  

  

 平成18年４月５日に、定款授権に

基づく取締役会決議により、次のと

おり自己株式を取得しています。 

普通株式 268,686株 

取得価額の
総額 

308,988百万円 

取得を必要
とした理由 

機動的な資本政策
の遂行を可能とす
るため 

取得方法 

東京証券取引所の
ToSTNeT-2（終値
取引）による買付
け 



(2)【その他】 

平成18年10月27日開催の取締役会において、第20期の中間配当に関し、次のとおり決議しました。 

              (a) 中間配当金の総額                6,899,599,000円 

             (b) １株当たりの中間配当金                  3,500円 

              (c) 支払請求権の効力発生日及び支払開始日     平成18年12月４日 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。 

(1) 有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

（第19期） 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

平成18年６月26日 

関東財務局長に提出 

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

平成14年６月26日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書です。 

  

  

平成18年10月13日 

関東財務局長に提出 

平成15年６月26日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書です。 

  

平成18年10月13日 

関東財務局長に提出 

平成16年６月24日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書です。 

  

平成18年10月13日 

関東財務局長に提出 

平成17年６月24日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書です。 

  

平成18年10月13日 

関東財務局長に提出 

平成18年６月26日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書です。 

  

平成18年10月13日 

関東財務局長に提出 

(3) 半期報告書の訂正報告書 

平成17年12月21日提出の半期報告書に係る訂正報告書です。  

  

  

平成18年５月29日 

関東財務局長に提出 

   平成15年12月18日提出の半期報告書に係る訂正報告書です。 

  

平成18年10月13日 

関東財務局長に提出 

   平成16年12月17日提出の半期報告書に係る訂正報告書です。 

  

平成18年10月13日 

関東財務局長に提出 

   平成17年12月21日提出の半期報告書に係る訂正報告書です。 

  

平成18年10月13日 

関東財務局長に提出 

(4) 臨時報告書  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（提出会社の

代表取締役の異動があった場合）に基づく臨時報告書です。  

  

  

平成18年４月４日 

関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（提出会社の

主要株主の異動があった場合）に基づく臨時報告書です。 

平成18年４月５日 

関東財務局長に提出 

(5) 発行登録追補書類及びその添付書類 

  

  

  

平成18年４月14日 

平成18年５月12日 

平成18年５月30日 

平成18年11月８日 

東海財務局長に提出 

(6) 訂正発行登録書 

  

  

  

  

  

平成18年４月４日 

平成18年４月５日 

平成18年５月29日 

平成18年６月26日 

平成18年10月13日 

関東財務局長に提出 

(7) 自己株券買付状況報告書 

  

  

  

平成18年５月12日 

平成18年６月14日 

平成18年７月13日 

関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 



 独立監査人の中間監査報告書 

 平成１７年１２月２０日

東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社  

 取 締 役 会  御 中  

 監査法人 トーマツ 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 福  田  眞  也  ㊞ 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 北  村  嘉  章  ㊞ 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 水  野  裕  之  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

東海旅客鉄道株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中

間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、東海旅客鉄道株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は長期債務の早期返済を実施している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 (注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しています。 



 独立監査人の中間監査報告書 

 平成１８年１２月１４日

東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社  

 取 締 役 会  御 中  

 監査法人 トーマツ 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 福  田  眞  也  ㊞ 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 北  村  嘉  章  ㊞ 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 水  野  裕  之  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

東海旅客鉄道株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行っ

た。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、東海旅客鉄道株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 (注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しています。 



 独立監査人の中間監査報告書 

 平成１７年１２月２０日

東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社  

 取 締 役 会  御 中  

 監査法人 トーマツ 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 福  田  眞  也  ㊞ 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 北  村  嘉  章  ㊞ 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 水  野  裕  之  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

東海旅客鉄道株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第１９期事業年度の中間会計期間（平

成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、東海旅客鉄道株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平

成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は長期債務の早期返済を実施している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 (注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しています。 



 独立監査人の中間監査報告書 

 平成１８年１２月１４日

東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社  

 取 締 役 会  御 中  

 監査法人 トーマツ 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 福  田  眞  也  ㊞ 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 北  村  嘉  章  ㊞ 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 水  野  裕  之  ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

東海旅客鉄道株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第２０期事業年度の中間会計期間（平

成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、東海旅客鉄道株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平

成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 (注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しています。 
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