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第一部 【企業情報】
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第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第22期

第１四半期連結累計(会計)期間
第21期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

営業収益 (百万円) 660,156 2,703,563 

経常利益 (百万円) 94,601  336,573 

四半期(当期)純利益 (百万円) 63,751 189,672 

純資産額 (百万円) 1,680,280 1,622,005 

総資産額 (百万円) 6,860,639 6,942,002 

１株当たり純資産額 (円) 413,965.45 399,482.72 

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 15,953.21 47,463.57 

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― 

自己資本比率 (％) 24.1 23.0 

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 103,763 475,600 

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △121,080 △400,789 

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 11,477 △80,407 

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 76,601 82,058 

従業員数 (人) 74,498 72,214 

(注) １　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２　各期の連結子会社数および持分法適用関連会社数は次のとおりであります。(　)は外数で持分法適用関連会社

数を示しております。

第21期－82社(２社)、第22期第１四半期連結累計(会計)期間－83社(２社)

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。

４　１株当たり純資産額、１株当たり四半期(当期)純利益および自己資本比率については、表示単位未満の端数を

四捨五入して表示しております。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社および当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間における関係会社の主な異動は、次のとおりであります。

(1) 新規設立による異動

　

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業内容

議決権の
所有又は
被所有割合
(％)

関係内容

㈱ＪＲ東日本グリーン
パートナーズ

東京都渋谷区 100その他サービス業
100.0
(20.0)

同社は当社の建物を賃借
しております。
役員の兼任等　有

(注) １　当第１四半期連結会計期間より新たに連結した会社であります。

２　議決権の所有又は被所有割合欄の(　)は内数で間接所有割合を示しております。

　

(2) その他の異動

①　連結子会社の㈱ジェイアール高崎商事は、平成20年４月１日に非連結子会社の高鉄開発㈱を吸収合併

いたしました。

②　連結子会社の㈱東日本環境アクセスは、平成20年４月１日に非連結子会社のみなみ開発㈱を吸収合併

いたしました。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成20年６月30日現在)

従業員数(人) 74,498〔21,674〕

(注) １　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は〔　〕内に外数で記載しております。

２　就業人員数は、当社および当社の連結子会社各社において、他社への出向者等を除き、他社からの出向者

を含んでおります。　

３　臨時従業員には、派遣社員および短時間労働のパート・アルバイトは含まれておりません。

　

(2) 提出会社の状況

(平成20年６月30日現在)

従業員数(人) 54,054

(注) １　従業員数は就業人員数(他社への出向者等を除き、他社からの出向者を含む)であります。また、臨時従業

員数については、従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

２　従業員の定年は、満60歳に達する月の末日としております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社および当社の連結子会社の大多数は、受注生産形態をとらない業態であります。

なお、販売の状況については、「３　財政状態及び経営成績の分析　(1)　業績の状況」における各事業の種

類別セグメント業績に関連づけて示しております。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の締結および変更はありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したもので

あります。

　

(1) 業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速や原油高を背景に企業収益が弱含

むなど、踊り場の景気局面が続きました。

このような状況の中、当社、連結子会社および持分法適用関連会社は、経営資源を最大限に活用して増

収努力を重ねるとともに、引き続き事業運営の効率化に取り組んでまいりました。

当第１四半期連結会計期間の営業収益は前年同期比1.1％増の660,156百万円となったものの、営業利

益は物件費の増加等により、前年同期比2.6％減の119,991百万円となり、経常利益は前年同期比0.3％減

の94,601百万円となりました。四半期純利益は固定資産売却益の増加等により、前年同期比16.0％増の

63,751百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　

①　運輸業

運輸業においては、鉄道事業を中心に、さらなる安全性の向上を図りながら、新幹線ネットワークや

首都圏の在来線ネットワーク等の利用促進と増収に努めてまいりました。

具体的には、ゴールデンウィーク期間中に新幹線の増発や指定席車両数の拡大を実施したほか、「山

梨デスティネーションキャンペーン」など季節ごとに着地エリアを定めたキャンペーンの実施などに

より、エリア内の観光流動の創造に努めました。また、「大人の休日倶楽部」については、会員サービス

の充実と会員数の拡大を図りました。

一方で、岩手・宮城内陸地震の影響などを受け、定期外収入において新幹線収入が減少したことなど

により、売上高は前年同期比0.4％減の465,850百万円となり、営業利益は前年同期比6.1％減の90,321

百万円となりました。
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②　駅スペース活用事業

　駅スペース活用事業においては、新規店舗の開業や既存店舗の活性化等に努めるなど、引き続き21世

紀の新しい駅づくり「ステーションルネッサンス」を推進しました。飲料事業では、ミネラルウォー

ター「谷川連峰のうるおい天然水」の通信販売を開始しました。

　これに加え、前連結会計年度に開業した「グランスタ」(東京)等の効果もあり、売上高は前年同期比

3.6％増の105,177百万円となり、営業利益は前年同期比1.9％増の9,006百万円となりました。

　

③　ショッピング・オフィス事業

ショッピング・オフィス事業においては、「グランデュオ蒲田」(東京)や「エスパルⅡ」(宮城)を

開業したほか、集客力のある有力テナントの導入を積極的に進めました。

これに加え、前連結会計年度に開業した「グラントウキョウ　ノースタワーⅠ期、グラントウキョウ　

サウスタワー」(東京)等の効果もあり、売上高は前年同期比9.3％増の56,834百万円となり、営業利益

は前年同期比7.3％増の17,856百万円となりました。

　

④　その他事業

その他事業においては、広告代理業では、駅広告や車内映像広告を中心とする交通広告の販売を促進

しました。その他サービス業では、ＩＣ対応機器等の販売に努めたほか、「ジェクサー・フィットネス

クラブメトロポリタン池袋」(東京)等を開業しました。

これに加え、前連結会計年度に開業した「ホテルメトロポリタン丸の内」(東京)の効果もあり、売上

高は前年同期比1.9％増の117,717百万円となり、営業利益は前年同期比65.7％増の2,377百万円となり

ました。
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(参考)

当社の鉄道事業の営業実績

当社の鉄道事業の当第１四半期会計期間の営業実績は次のとおりであります。

①　輸送実績

　

区分 単位
当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

営業日数 日 91

新幹線 キロ 1,052.9

営業キロ 在来線 〃 6,473.9

計 〃 7,526.8

定期 千人 993,268

輸送人員 定期外 〃 588,331

計 〃 1,581,600

輸
送
人
キ
ロ

定期 千人キロ 432,789

新幹線 定期外 〃 4,197,471

計 〃 4,630,260

在来線

定期 〃 17,962,468

関東圏 定期外 〃 8,512,178

計 〃 26,474,647

定期 〃 906,409

その他 定期外 〃 783,262

計 〃 1,689,672

定期 〃 18,868,878

計 定期外 〃 9,295,440

計 〃 28,164,319

定期 〃 19,301,668

合計 定期外 〃 13,492,911

計 〃 32,794,579

ａ　「関東圏」とは、当社東京支社、横浜支社、八王子支社、大宮支社、高崎支社、水戸支社および千葉支社管内の範囲であ

ります。
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②　収入実績

　

区分 単位
当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

旅
客
運
輸
収
入

定期 百万円 5,867

新幹線 定期外 〃 108,880

計 〃 114,748

在来線

定期 〃 116,064

関東圏 定期外 〃 172,517

計 〃 288,581

定期 〃 5,128

その他 定期外 〃 15,417

計 〃 20,545

定期 〃 121,192

計 定期外 〃 187,934

計 〃 309,126

定期 〃 127,060

合計 定期外 〃 296,814

計 〃 423,874

荷物収入 〃 55

合計 〃 423,930

鉄道線路使用料収入 〃 2,070

運輸雑収 〃 38,344

収入合計 〃 464,345

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純

利益が増加したことや法人税等の支払額が減少したことなどにより、流入額は、前年同期に比べ47,890百

万円増の103,763百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得による支出が減少したことや固定資

産の売却による収入が増加したことなどにより、流出額は、前年同期に比べ14,989百万円減の121,080百

万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローについては、社債の発行による収入が減少したことなどにより、流

入額は、前年同期に比べ58,396百万円減の11,477百万円となりました。

なお、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ5,456百万

円減の76,601百万円となりました。

また、当第１四半期連結会計期間末の長期債務残高は、3,601,447百万円であります。
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(3) 事業上および財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題について、

重要な変更はありません。

当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題は次のとおりであります。

　

［「グループ経営ビジョン ２０２０ －挑む－」］

　当社グループは、「信頼される生活サービス創造グループ」をめざすというグループ理念のもと、現状

にとどまることなく、新たな目標に向かって挑戦し続けることを明確にしております。「グループ経営ビ

ジョン ２０２０ －挑む－」の中で、2008年度から３年間の経営の目標数値を示すとともに、10年後の達

成イメージを示しております。具体的には、「安全とお客さま満足の徹底的な追求」、「持続的成長と次

代への挑戦」、「企業の社会的責任の遂行」、「組織の力・人材の力の向上」を基本的な経営の方向とし

て位置づけ、長期的な視点から企業価値の向上に努めてまいります。

　

［安全とお客さま満足の徹底的な追求］

　当社グループは、安全を経営のトップ・プライオリティと位置づけ、「究極の安全」をめざします。ま

た、輸送の安定性からお客さまへの応対に至るまで、部門や系統を越えたチームワークと、真摯な仕事に

裏打ちされた高い品質のサービスを提供することでお客さま満足を高めます。これらにより、鉄道をはじ

めとするすべての事業においてお客さまに安心を感じていただけることをめざします。

　

［持続的成長と次代への挑戦］

　当社グループは、競争に勝てる優位性を確保し、人口減少社会でも縮小均衡に安住しない、持続的成長を

めざした経営を進めるとともに、新たな事業の創出への挑戦を行います。また、企業の成長を支える科学

技術の力を育てるため、研究開発分野に経営資源を重点投入するとともに、技術力や人材等、私たちの持

つ経営資源の強みを活かし、新たな分野に積極的に挑戦します。

　

［企業の社会的責任の遂行］

　当社グループは、事業活動を通じて、地域の皆さま、地域全体、そして広くわが国社会に貢献する企業で

あり続けます。今後は、解決が求められている地域・社会の問題に対し、これまでより一歩踏み込み、地域

と当社グループがともに役割を果たしていくという連携関係を構築しつつ、事業を通じた解決に取り組

みます。また、地球環境問題への対応についても、未来に向け解決を図らなくてはならない課題と位置づ

け、数値目標を掲げて取り組みます。

　

　

［組織の力・人材の力の向上］

　意欲を持って自らの成長の機会を求める社員が仕事を通じて自己実現を図り、達成感を得られるよう、

人事・賃金制度や研修等の見直しを進めるとともに、グループ社員一人ひとりの意欲に応えていきます。

また、経営を進めていくための基礎として、組織形態、権限・責任のあり方を見直し、迅速な事業や施策の

展開に向け、組織の力を向上させます。
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(4) 研究開発活動

　当社グループでは当第１四半期連結会計期間において、「グループ経営ビジョン ２０２０ －挑む－」

の実現へ向け、運輸業部門を中心に鉄道システムの革新と新たなマーケットの創出に取り組むことを通

して、鉄道ビジネスの変革をめざした研究開発を推進しました。

　具体的には、ＪＲ東日本研究開発センターを主要な拠点として、「究極の安全の追求」、「安定性・信頼

性の向上」、「マーケットの拡大・創出」、「地球環境への貢献」の４つを柱に掲げ、各分野の研究開発

に取り組みました。

　当第１四半期連結会計期間における研究開発費総額は、2,835百万円であります。

　

(5) 資本の財源および資金の流動性についての分析

当第１四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは103,763百万円の流入、投資活動に

よるキャッシュ・フローは121,080百万円の流出、財務活動によるキャッシュ・フローは11,477百万円の

流入となり、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は76,601百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の長期債務残高は、3,601,447百万円であります。当該債務は、新幹線鉄道

施設等に関連する鉄道施設購入長期未払金および社債、長期借入金によって構成されております。

当社は、当第１四半期連結会計期間に国内において償還期限が平成30年の無担保普通社債を30,000百

万円、償還期限が平成40年の無担保普通社債を20,000百万円発行いたしました。また、短期資金の需要に

対応するため、主要な銀行に総額300,000百万円の当座借越枠を設定しており、当第１四半期連結会計期

間末における当座借越残高は27,000百万円であります。

　

(注)　当連結会計年度は、四半期報告制度の導入初年度であるため、「(1) 業績の状況」および「(2) キャッシュ・フ

ローの状況」において、比較、分析に用いた前年同期の数値は、独立監査人による四半期レビューを受けておりま

せん。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間に完了した主要な設備の新設および改修は次のとおりであります。

　

件名 総工事費(百万円) 完了年月

運輸業

車両新造 8,138 平成20年６月

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、運輸業における安全対策として「山手線可動式ホーム柵新設」

の先行工事に着手しております。当該先行工事の予定総額は4,616百万円であり、平成22年度に２駅で使

用を開始する予定です。

その他に、新設、除却等の計画について、重要な変更はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

(注)　平成20年４月28日開催の取締役会決議および平成20年６月24日開催の第21回定時株主総会における定款変更の

承認可決に基づき、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正

する法律」(平成16年法律第88号)の施行日の前日を効力発生日とし、普通株式１株を100株に分割し、１単元の株

式の数を100株とする単元株制度を採用すると同時に、発行可能株式総数は1,584,000,000株増加し、

1,600,000,000株となります。

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月８日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,000,000 4,000,000

東京証券取引所
(市場第一部)
大阪証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
(市場第一部)

―

計 4,000,000 4,000,000 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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20年６月30日 ― 4,000,000 ― 200,000 ― 96,600

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きないため、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

(平成20年３月31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　　　   　3,071

（相互保有株式）
― ―

普通株式　　　　 　　200

完全議決権株式(その他) 普通株式   　　3,995,601 3,995,601 ―

端株 普通株式           1,128 ― ―

発行済株式総数 4,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 3,995,601 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式537株(議決権537個)および株券

喪失登録制度に基づいて議決権が停止されている株式２株(議決権２個)が含まれております。

　

② 【自己株式等】

(平成20年３月31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)
東日本旅客鉄道株式会社

東京都渋谷区代々木２丁目２
－２

3,071 ― 3,071 0.08

(相互保有株式)
株式会社交通新聞社

東京都千代田区麹町６丁目６
麹町東急ビル７階

200 ― 200 0.01

計 ― 3,271 ― 3,271 0.08

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年４月 ５月 ６月

最高(円) 873,000 854,000 870,000

最低(円) 811,000 803,000 782,000

(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あります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号、以下「四半期連結財務諸表規則」という)に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」(平成20年内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務

諸表規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日～平成20年６月30日)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受け

ております。

　

EDINET提出書類

東日本旅客鉄道株式会社(E04147)

四半期報告書

14/26



１【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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 76,814 82,267

受取手形及び売掛金 225,500 248,059

未収運賃 23,323 31,798

短期貸付金 ※4
 20,475

※4
 20,641

有価証券 79 89

分譲土地建物 5,441 5,508

たな卸資産 ※6
 45,911

※6
 35,003

繰延税金資産 36,905 54,328

その他 42,540 32,756

貸倒引当金 △2,431 △2,495

流動資産合計 474,561 507,958

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,940,929 2,963,402

機械装置及び運搬具（純額） 623,101 638,261

土地 2,004,257 2,012,448

建設仮勘定 178,509 176,956

その他（純額） 34,532 46,946

有形固定資産合計 ※1, ※2, ※5
 5,781,330

※1, ※2, ※5
 5,838,014

無形固定資産 ※2, ※5
 128,119

※2, ※5
 131,231

投資その他の資産

投資有価証券 198,750 175,928

長期貸付金 1,660 1,560

繰延税金資産 229,241 235,416

その他 48,293 53,215

貸倒引当金 △1,420 △1,435

投資その他の資産合計 476,525 464,685

固定資産合計 6,385,976 6,433,931

繰延資産 102 113

資産合計 6,860,639 6,942,002
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 38,956 48,287

短期借入金 162,249 171,801

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 ※5
 139,706

※5
 139,698

未払金 153,206 337,699

未払消費税等 8,815 4,616

未払法人税等 30,181 59,992

預り連絡運賃 13,716 16,100

前受運賃 97,005 89,400

賞与引当金 40,532 73,910

その他 280,639 218,985

流動負債合計 1,065,010 1,260,493

固定負債

社債 ※3
 1,294,404

※3
 1,244,404

長期借入金 616,309 622,588

鉄道施設購入長期未払金 ※5
 1,317,653

※5
 1,317,661

繰延税金負債 2,136 2,010

退職給付引当金 625,201 617,085

その他 259,643 255,752

固定負債合計 4,115,349 4,059,503

負債合計 5,180,359 5,319,996

純資産の部

株主資本

資本金 200,000 200,000

資本剰余金 96,728 96,728

利益剰余金 1,323,059 1,278,942

自己株式 △2,635 △2,630

株主資本合計 1,617,153 1,573,039

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 36,708 24,372

繰延ヘッジ損益 409 △1,014

評価・換算差額等合計 37,118 23,358

少数株主持分 26,008 25,607

純資産合計 1,680,280 1,622,005

負債純資産合計 6,860,639 6,942,002
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(2)【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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

営業収益 660,156

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 415,530

販売費及び一般管理費 ※1
 124,634

営業費合計 540,165

営業利益 119,991

営業外収益

受取利息 82

受取配当金 2,231

持分法による投資利益 375

雑収入 3,002

営業外収益合計 5,691

営業外費用

支払利息 30,234

雑支出 846

営業外費用合計 31,081

経常利益 94,601

特別利益

固定資産売却益 14,769

工事負担金等受入額 6,970

その他 533

特別利益合計 22,273

特別損失

工事負担金等圧縮額 6,686

その他 2,179

特別損失合計 8,866

税金等調整前四半期純利益 108,009

法人税、住民税及び事業税 28,803

法人税等調整額 15,030

法人税等合計 43,833

少数株主利益 423

四半期純利益 63,751
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 108,009

減価償却費 82,581

長期前払費用償却額 1,267

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,111

受取利息及び受取配当金 △2,314

支払利息 30,234

工事負担金等受入額 △6,970

固定資産除却損 3,604

固定資産圧縮損 6,686

売上債権の増減額（△は増加） 31,245

仕入債務の増減額（△は減少） △65,023

その他 △32,351

小計 165,081

利息及び配当金の受取額 2,363

利息の支払額 △6,457

法人税等の支払額 △57,223

営業活動によるキャッシュ・フロー 103,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △166,319

有形及び無形固定資産の売却による収入 23,836

工事負担金等受入による収入 23,631

投資有価証券の取得による支出 △1,215

その他 △1,012

投資活動によるキャッシュ・フロー △121,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △7,350

社債の発行による収入 49,982

配当金の支払額 △19,984

その他 △11,168

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,838

現金及び現金同等物の期首残高 82,058

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

382

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 76,601
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　連結の範囲に関する事項の変更

子会社のうち83社を連結の範囲に含めております。当第１四半期連結会計期間の新規連結子会社は、新規設立

による㈱ＪＲ東日本グリーンパートナーズの１社であります。

なお、㈱ジェイアール高崎商事は非連結子会社の高鉄開発㈱を、㈱東日本環境アクセスは非連結子会社のみな

み開発㈱をそれぞれ吸収合併しております。

２　会計処理基準に関する事項の変更

(1) リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号　平成19年３月30日改正)および

「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号　平成19年３月30日改正)が平成20

年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるようになったこ

とに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。

また、借手側の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の借手側の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

これに伴う四半期連結財務諸表およびセグメント情報に与える影響は軽微であります。

　

【追加情報】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

（株式の分割および単元株制度の採用）

平成21年１月に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する

法律」(平成16年法律第88号)(以下「決済合理化法」という。)が施行され、振替制度への移行(株券電子化)が予定さ

れております。

当社は、平成20年４月28日開催の取締役会決議および平成20年６月24日開催の第21回定時株主総会における定款

変更の承認可決に基づき、振替制度の対象外とされている端株の整理を行うため、決済合理化法の施行日の前日を効

力発生日とし、普通株式１株を100株に分割すると同時に、１単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用するこ

ととしております。

当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における１株当たり情報および当期首に行わ

れたと仮定した場合の当第１四半期連結会計期間における１株当たり情報は以下のとおりであります。

 

当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産額 4,139円65銭１株当たり純資産額 3,994円83銭

１株当たり四半期純利益 159円53銭１株当たり当期純利益 474円64銭

潜在株式調整後

１株当たり四半期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

潜在株式がないため、記載しておりません。 潜在株式がないため、記載しておりません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

6,054,852百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

6,018,867百万円

※２　固定資産の取得価額から直接減額された工事負担

金等圧縮累計額

687,441百万円

固定資産の取得価額から直接減額された収用に

伴う受入額圧縮累計額

252,861百万円

※２　固定資産の取得価額から直接減額された工事負担

金等圧縮累計額

682,083百万円

固定資産の取得価額から直接減額された収用に

伴う受入額圧縮累計額

251,980百万円

※３　偶発債務

区分 償還期限 金額
(百万円)

平成　年　月　日

社債の債務履行引受契
約に係る原債務

東日本旅客鉄道株式会
社第２回普通社債

27.2.25 70,000

東日本旅客鉄道株式会
社第３回普通社債

28.2.25100,000

合計 ― 170,000

※３　偶発債務

区分 償還期限 金額
(百万円)

平成　年　月　日

社債の債務履行引受契
約に係る原債務

東日本旅客鉄道株式会
社第２回普通社債

27.2.25 70,000

東日本旅客鉄道株式会
社第３回普通社債

28.2.25100,000

合計 ― 170,000

※４　短期貸付金には、当社が発行するクレジットカー

ドのキャッシングによる営業貸付金が含まれてお

ります。

極度額 285,262百万円

貸出実行残高 17,380百万円

差引額 267,881百万円

なお、上記極度額は、クレジットカードの会員規

約により当社が定める利用限度額の範囲内で、顧客

が随時借入れを行うことができる限度額の総額で

あります。

※４　短期貸付金には、当社が発行するクレジットカー

ドのキャッシングによる営業貸付金が含まれてお

ります。

極度額 286,925百万円

貸出実行残高 17,465百万円

差引額 269,460百万円

なお、上記極度額は、クレジットカードの会員規

約により当社が定める利用限度額の範囲内で、顧客

が随時借入れを行うことができる限度額の総額で

あります。

※５　新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律

に基づき、平成３年10月１日新幹線鉄道保有機構か

ら新幹線鉄道施設を3,106,969百万円で譲り受け、

その資産は有形・無形固定資産に計上しました。

債務(利付)については、独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構に対する債務として、１年内

に支払う鉄道施設購入長期未払金および鉄道施設

購入長期未払金に計上しております。

※５　新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律

に基づき、平成３年10月１日新幹線鉄道保有機構か

ら新幹線鉄道施設を3,106,969百万円で譲り受け、

その資産は有形・無形固定資産に計上しました。

債務(利付)については、独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構に対する債務として、１年内

に支払う鉄道施設購入長期未払金および鉄道施設

購入長期未払金に計上しております。

※６　たな卸資産に含まれる各科目の金額

商品及び製品 9,413百万円

仕掛品 12,190百万円

原材料及び貯蔵品 24,307百万円

※６　たな卸資産に含まれる各科目の金額

商品及び製品 8,505百万円

仕掛品 6,918百万円

原材料及び貯蔵品 19,579百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
　至　平成20年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりであります。

人件費 64,463百万円

経費 42,347百万円

諸税 4,901百万円

減価償却費 12,922百万円

計 124,634百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 76,814百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △212百万円

現金及び現金同等物の四半期末残高 76,601百万円
 

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)および当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式の種類および総数

普通株式　4,000,000株

　

２　自己株式の種類および株式数

普通株式 　3,841.69株

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額
　

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20年６月24日
定時株主総会

普通株式 19,984利益剰余金 5,000平成20年３月31日 平成20年６月25日
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

運輸業
(百万円)

駅スペース
活用事業
(百万円)

ショッピン
グ・オフィ
ス事業
(百万円)

その他
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

451,308101,03254,56453,251660,156 ― 660,156

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

14,5424,145 2,27064,46685,424(85,424)―

計 465,850105,17756,834117,717745,580(85,424)660,156

営業費用 375,52996,17138,978115,339626,018(85,853)540,165

営業利益 90,3219,006 17,8562,377119,561（△429)119,991

(注) １　事業区分の方法

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、経営管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主要な事業内容

運輸業 ……………… 鉄道事業を中心とした旅客運送事業

駅スペース活用事業 ……………… 駅における商業スペースを利用した小売店、飲食店、コンビニ

エンスストア等の事業

ショッピング・オフィス事業 ……………… 駅スペース活用事業以外のショッピングセンターの運営事業

およびオフィスビル等の貸付業

その他事業 ……………… 広告代理業、ホテル業、卸売業、貨物自動車運送事業、清掃整備

業、情報処理業、クレジットカード事業、その他サービス業

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間については、本国以外の国または地域に所在する連結子会社はありません。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間については、海外売上高はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 413,965円45銭 １株当たり純資産額 399,482円72銭

　

２　１株当たり四半期純利益等

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 15,953円21銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 潜在株式がないため、記載しておりません。

　

(注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期純利益(百万円) 63,751

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 63,751

普通株式の期中平均株式数(株) 3,996,161

　

(重要な後発事象)

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

 (社債の発行)

　当社は、以下の条件で普通社債を発行いたしました。

１　東日本旅客鉄道株式会社第54回無担保普通社債

　(1) 発行年月日　平成20年７月25日

　(2) 発行総額　　30,000百万円

　(3) 発行価格　　額面100円につき100円

　(4) 利率　　　　年1.745％

　(5) 償還期限　　平成30年７月25日

　(6) 資金使途　　長期債務の償還資金等

２　東日本旅客鉄道株式会社第55回無担保普通社債

　(1) 発行年月日　平成20年７月25日

　(2) 発行総額　　20,000百万円

　(3) 発行価格　　額面100円につき100円

　(4) 利率　　　　年2.357％

　(5) 償還期限　　平成40年７月25日

　(6) 資金使途　　長期債務の償還資金等
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月８日

東日本旅客鉄道株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　佐　　藤　　正　　典　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　田　　中　　輝　　彦　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　高　　村　　　　　守　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東日

本旅客鉄道株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期

間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期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四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東日本旅客鉄道株式会社及び連結子会社の平

成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

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) １　上記は、当社(四半期報告書提出会社)が、四半期レビュー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(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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