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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２四半期連結累計期間
第22期

第２四半期連結会計期間
第21期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９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) 1,353,384 693,228 2,703,563 

経常利益 (百万円) 200,054 105,452  336,573 

四半期(当期)純利益 (百万円)  122,036 58,284 189,672 

純資産額 (百万円) ─ 1,725,506 1,622,005 

総資産額 (百万円) ─ 6,937,417 6,942,002 

１株当たり純資産額 (円) ─ 425,147.67 399,482.72 

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 30,538.43 14,585.22 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 (％) ― 24.5 23.0 

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 266,613 ─ 475,600 

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △169,763 ─ △400,789 

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △26,250 ─ △80,407 

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ─ 153,040 82,058 

従業員数 (人) ─ 73,626 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２四半期連結累計期間－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２四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２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成20年９月30日現在)

従業員数(人) 73,626〔23,585〕

(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９月30日現在)

従業員数(人) 53,446

(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２四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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の減速や原材料価格の高騰などを背景に

企業収益が減少するなど、弱い動きが続きました。さらに、当第２四半期連結会計期間後半には米国で金

融危機が発生するなど、景気の先行きは不透明感を増して推移しました。

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、鉄道事業におけるサービスの向

上や駅を中心とした生活サービス事業の展開などを通じて増収努力を重ねるとともに、Ｓｕｉｃａ(スイ

カ)を活用した事業についても積極的に展開しました。

当第２四半期連結会計期間の営業収益は駅スペース活用事業、ショッピング・オフィス事業が好調

だったことなどにより、前年同期比1.7％増の693,228百万円となりました。営業利益は物件費等の増加に

より、前年同期比1.6％減の133,859百万円、経常利益は前年同期比0.7％減の105,452百万円となりまし

た。四半期純利益は災害損失が減少したことなどにより、前年同期比1.3％増の58,284百万円となりまし

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、安全性と安定性のさらなる向上を図りながら、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、夏休み期間中に列車の増発や指定席車両数の拡大を実施したほか、「いわて・平泉観光

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を実施するなど、エリア内の観光流

動の創造に努めました。「大人の休日倶楽部」については、会員限定の商品「大人の休日倶楽部会員パ

ス」の発売にあわせ、「びゅうプラザ」での入会受付を行うなど会員数の拡大と利用促進を図りまし

た。

この結果、当社の鉄道輸送量は前年同期を上回り、売上高は前年同期比0.2％増の493,102百万円と

なったものの、動力費の増加などにより営業利益は前年同期比3.8％減の103,028百万円となりました。
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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。具体的には、「アトレヴィ田端」

(東京)を開業したほか、日暮里駅等においても新規店舗を開業しました。

　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

7.0％増の112,653百万円となり、営業利益は前年同期比11.0％増の10,950百万円となりました。

　

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、ショッピングセンターのリニューアルを実施するなど、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、第１四半期連結会計期間に開業した「グランデュオ蒲田」(東京)や「エスパルⅡ」(宮

城)等の効果もあり、売上高は前年同期比11.5％増の58,104百万円となり、営業利益は前年同期比

15.7％増の17,914百万円となりました。

　

④　その他事業

その他事業においては、ホテル業では、宴会場等のリニューアルを実施するなど、引き続き競争力の

強化に努めました。クレジットカード事業では、各種ビューカードの会員数拡大やオートチャージサー

ビス利用者数の拡大に向けたキャンペーンを実施するなど、利用促進を図りました。

一方で、広告代理業の売上が減少したことなどにより、売上高は前年同期比0.8％減の120,980百万円

となり、さらに情報処理業におけるシステム関連費用等の増加などにより、営業利益は前年同期比

38.8％減の1,884百万円となりました。
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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２四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２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

営業日数 日 92

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 966,358

輸送人員 定期外 〃 598,155

計 〃 1,564,514

輸
送
人
キ
ロ

定期 千人キロ 429,155

新幹線 定期外 〃 4,918,941

計 〃 5,348,097

在来線

定期 〃 17,542,229

関東圏 定期外 〃 9,040,552

計 〃 26,582,781

定期 〃 864,311

その他 定期外 〃 962,411

計 〃 1,826,722

定期 〃 18,406,540

計 定期外 〃 10,002,963

計 〃 28,409,504

定期 〃 18,835,696

合計 定期外 〃 14,921,905

計 〃 33,757,601

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２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

旅
客
運
輸
収
入

定期 百万円 5,829

新幹線 定期外 〃 125,030

計 〃 130,859

在来線

定期 〃 114,174

関東圏 定期外 〃 179,876

計 〃 294,050

定期 〃 5,136

その他 定期外 〃 18,468

計 〃 23,604

定期 〃 119,311

計 定期外 〃 198,344

計 〃 317,655

定期 〃 125,140

合計 定期外 〃 323,374

計 〃 448,515

荷物収入 〃 59

合計 〃 448,574

鉄道線路使用料収入 〃 2,106

運輸雑収 〃 40,376

収入合計 〃 491,057

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四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、税金等調整前四半期純利益の増

加や仕入債務の増減額の減少などにより、流入額は前年同期に比べ14,902百万円増の162,850百万円とな

りました。この結果、当第２四半期連結累計期間の流入額は前年同期に比べ62,792百万円増の266,613百

万円となりました。

当第２四半期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出の減

少などにより、流出額は前年同期に比べ5,709百万円減の48,683百万円となりました。この結果、当第２四

半期連結累計期間の流出額は前年同期に比べ20,698百万円減の169,763百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入の増加な

どにより、流出額は前年同期に比べ40,526百万円減の37,727百万円となりました。一方、当第２四半期連

結累計期間については短期借入金の返済による支出の増加などにより、流出額は前年同期に比べ17,870

百万円増の26,250百万円となりました。

なお、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ70,982百

万円増の153,040百万円となりました。

また、当第２四半期連結会計期間末の長期債務残高は、3,593,446百万円であります。
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(3) 事業上および財務上の対処すべき課題

当第２四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。

　

なお、本年９月に大きな輸送障害を連続して発生させたことにより、皆さまには大変ご迷惑をおかけい

たしました。原因の究明と対策の実施により、これまで以上に鉄道の安全性、安定性の向上に努めてまい

ります。
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(4) 研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間における研究開発費総額は、3,050百万円であります。

　なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動について、重要な変更はありま

せん。

　

(5) 資本の財源および資金の流動性についての分析

当第２四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162,850百万円の流入、投資活動に

よるキャッシュ・フローは48,683百万円の流出、財務活動によるキャッシュ・フローは37,727百万円の

流出となり、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は153,040百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末の長期債務残高は、3,593,446百万円であります。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２四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ますが、当第２四半期連結

会計期間末における当座借越残高はありません。

　

(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２四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 8,933 平成20年９月

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、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２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14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９月30日 ― 4,000,000 ― 200,000 ― 96,600
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(5) 【大株主の状況】

(平成20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(％)

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１丁目８－11 259,295.00 6.48

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２丁目11－３ 214,568.00 5.36

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社信託口４Ｇ

東京都中央区晴海１丁目８－11 143,121.00 3.58

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 125,203.15 3.13

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 105,303.15 2.63

株式会社みずほコーポレート銀行
（常任代理人　資産管理サービス
信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１丁目３－３
（東京都中央区晴海１丁目８－12
晴海アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーＺ棟）

100,066.00 2.50

株式会社みずほ銀行
（常任代理人　資産管理サービス
信託銀行株式会社）

東京都千代田区内幸町１丁目１－５
（東京都中央区晴海１丁目８－12
晴海アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーＺ棟）

100,061.56 2.50

ＪＲ東日本社員持株会 東京都渋谷区代々木２丁目２－２ 91,955.00 2.30

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６
日本生命証券管理部内

80,155.60 2.00

第一生命保険相互会社
（常任代理人　資産管理サービス
信託銀行株式会社）

東京都千代田区有楽町１丁目13－１
（東京都中央区晴海１丁目８－12
晴海アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーＺ棟）

71,000.00 1.78

計 ― 1,290,728.4632.27

(注)　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社信託口、日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口および日本

トラスティ・サービス信託銀行株式会社信託口４Ｇの所有株式数は、信託業務に係る株式であります。

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

(平成20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　　　   　3,094

（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   　　3,995,637 3,995,637 ―

端株 普通株式           1,069 ― ―

発行済株式総数 4,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 3,995,637 ―

(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496株(議決権496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３株(議決権３個)が含まれております。
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② 【自己株式等】

(平成20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

3,094 ― 3,094 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 ― 3,294 ― 3,294 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 ７月 ８月 ９月

最高(円) 873,000854,000870,000869,000880,000864,000

最低(円) 811,000803,000782,000794,000816,000752,000

(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２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日～平成20年９月30日)および当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年９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。
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 73,289 82,267

受取手形及び売掛金 227,574 248,059

未収運賃 32,394 31,798

短期貸付金 ※4
 41,598

※4
 20,641

有価証券 58,249 89

分譲土地建物 5,320 5,508

たな卸資産 ※6
 51,828

※6
 35,003

繰延税金資産 57,440 54,328

その他 47,008 32,756

貸倒引当金 △2,473 △2,495

流動資産合計 592,229 507,958

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,916,551 2,963,402

機械装置及び運搬具（純額） 609,818 638,261

土地 2,004,466 2,012,448

建設仮勘定 189,056 176,956

その他（純額） 35,272 46,946

有形固定資産合計 ※1, ※2, ※5
 5,755,165

※1, ※2, ※5
 5,838,014

無形固定資産 ※2, ※5
 126,023

※2, ※5
 131,231

投資その他の資産

投資有価証券 176,421 175,928

長期貸付金 1,648 1,560

繰延税金資産 240,378 235,416

その他 47,295 53,215

貸倒引当金 △1,836 △1,435

投資その他の資産合計 463,908 464,685

固定資産合計 6,345,097 6,433,931

繰延資産 90 113

資産合計 6,937,417 6,942,002
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 39,111 48,287

短期借入金 62,878 171,801

1年内償還予定の社債 140,000 100,000

1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 ※5
 140,084

※5
 139,698

未払金 160,236 337,699

未払消費税等 8,303 4,616

未払法人税等 95,510 59,992

預り連絡運賃 15,947 16,100

前受運賃 98,587 89,400

賞与引当金 75,576 73,910

その他 227,376 218,985

流動負債合計 1,063,613 1,260,493

固定負債

社債 ※3
 1,304,421

※3
 1,244,404

長期借入金 681,072 622,588

鉄道施設購入長期未払金 ※5
 1,266,080

※5
 1,317,661

繰延税金負債 2,278 2,010

退職給付引当金 632,770 617,085

その他 261,674 255,752

固定負債合計 4,148,297 4,059,503

負債合計 5,211,910 5,319,996

純資産の部

株主資本

資本金 200,000 200,000

資本剰余金 96,731 96,728

利益剰余金 1,381,344 1,278,942

自己株式 △2,653 △2,630

株主資本合計 1,675,422 1,573,039

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 23,905 24,372

繰延ヘッジ損益 △378 △1,014

評価・換算差額等合計 23,527 23,358

少数株主持分 26,557 25,607

純資産合計 1,725,506 1,622,005

負債純資産合計 6,937,417 6,942,002
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

営業収益 1,353,384

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 850,552

販売費及び一般管理費 ※1
 248,981

営業費合計 1,099,534

営業利益 253,850

営業外収益

受取利息 262

受取配当金 2,282

持分法による投資利益 210

雑収入 6,128

営業外収益合計 8,883

営業外費用

支払利息 60,725

雑支出 1,955

営業外費用合計 62,680

経常利益 200,054

特別利益

固定資産売却益 14,861

工事負担金等受入額 13,635

その他 1,585

特別利益合計 30,081

特別損失

工事負担金等圧縮額 13,302

その他 8,978

特別損失合計 22,281

税金等調整前四半期純利益 207,854

法人税、住民税及び事業税 92,564

法人税等調整額 △7,728

法人税等合計 84,835

少数株主利益 982

四半期純利益 122,036
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

営業収益 693,228

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 435,021

販売費及び一般管理費 ※1
 124,347

営業費合計 559,369

営業利益 133,859

営業外収益

受取利息 179

受取配当金 51

物品売却益 852

受取保険金及び配当金 779

雑収入 1,494

営業外収益合計 3,357

営業外費用

支払利息 30,490

持分法による投資損失 165

雑支出 1,108

営業外費用合計 31,764

経常利益 105,452

特別利益

工事負担金等受入額 6,664

その他 1,143

特別利益合計 7,807

特別損失

工事負担金等圧縮額 6,615

その他 6,799

特別損失合計 13,415

税金等調整前四半期純利益 99,845

法人税、住民税及び事業税 63,760

法人税等調整額 △22,759

法人税等合計 41,001

少数株主利益 558

四半期純利益 58,284
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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２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９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 207,854

減価償却費 166,048

減損損失 681

長期前払費用償却額 2,535

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,679

受取利息及び受取配当金 △2,545

支払利息 60,725

工事負担金等受入額 △13,635

固定資産除却損 8,360

固定資産圧縮損 13,302

売上債権の増減額（△は増加） 20,417

仕入債務の増減額（△は減少） △69,617

その他 △27,456

小計 382,351

利息及び配当金の受取額 2,689

利息の支払額 △60,656

災害損失の支払額 △477

法人税等の支払額 △57,292

営業活動によるキャッシュ・フロー 266,613

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 △226,633

有形及び無形固定資産の売却による収入 24,059

工事負担金等受入による収入 35,136

投資有価証券の取得による支出 △1,235

その他 △1,090

投資活動によるキャッシュ・フロー △169,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 71,000

長期借入金の返済による支出 △85,173

社債の発行による収入 99,982

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 △51,195

配当金の支払額 △19,984

その他 △40,878

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 70,600

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
 153,040
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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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９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２四半期連結累計期間の新規連結子会社は、第１四半

期連結会計期間に新規設立した㈱ＪＲ東日本グリーンパートナーズの１社であります。

なお、第１四半期連結会計期間において㈱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、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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

（株式の分割および単元株制度の採用）

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、「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、ならびに当期首に

行われたと仮定した場合の当第２四半期連結累計期間および当第２四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２四半期連結累計期間 当第２四半期連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産額 ― 4,251円48銭 3,994円83銭

１株当たり四半期(当期)
純利益

305円38銭 145円85銭 474円64銭

潜在株式調整後１株当たり
四半期(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。

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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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

6,106,207百万円

※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

692,597百万円

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

253,152百万円

※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 282,549百万円

貸出実行残高 17,312百万円

差引額 265,236百万円

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 9,183百万円

仕掛品 14,782百万円

原材料及び貯蔵品 27,862百万円

※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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
　至　平成20年９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 127,848百万円

経費 85,115百万円

諸税 9,865百万円

減価償却費 26,151百万円

計 248,981百万円
 

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９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 63,385百万円

経費 42,768百万円

諸税 4,963百万円

減価償却費 13,229百万円

計 124,347百万円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９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 73,289百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △212百万円

短期貸付金勘定に含まれる現先 21,963百万円

有価証券勘定に含まれる譲渡性預金 58,000百万円

現金及び現金同等物の四半期末残高 153,040百万円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)および当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９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 　3,860.06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

　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間末後となるもの
　

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10月29日
取締役会

普通株式 21,982利益剰余金 5,500平成20年９月30日 平成20年12月２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２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９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

478,781107,92355,88650,637693,228 ― 693,228

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

14,3214,729 2,21770,34291,611(91,611)―

計 493,102112,65358,104120,980784,840(91,611)693,228

営業費用 390,073101,70240,189119,095651,062(91,692)559,369

営業利益 103,02810,95017,9141,884133,778(△81)133,859

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９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

930,089208,956110,450103,8891,353,384― 1,353,384

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

28,8638,874 4,488134,808177,035(177,035)―

計 958,953217,831114,938238,6971,530,420(177,035)1,353,384

営業費用 765,602197,87379,168234,4351,277,080(177,546)1,099,534

営業利益 193,35019,95735,7704,262253,340(△510)253,850

(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
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間および当第２四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２四半期連結会計期間および当第２四半期連結累計期間については、海外売上高はありません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 425,147円67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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 30,538円43銭　１株当たり四半期純利益 14,585円22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。

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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期純利益(百万円) 122,036 58,284

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) 122,036 58,284

普通株式の期中平均株式数(株) 3,996,154 3,996,148

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

平成20年10月29日開催の取締役会において、第22期(平成20年４月１日～平成21年３月31日)の中間配当

を次のとおり行う旨決議いたしました。

(1) 中間配当による配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　21,982百万円

(2) １株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,500円

(3) 支払請求権の効力発生日ならびに支払開始日　　　　　　平成20年12月２日
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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11月14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２四半期連結会計期

間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成

20年９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９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期

間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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いません。
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