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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23期第１四半期
連結累計(会計)期間

第22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21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

営業収益 (百万円) 660,156 628,025 2,696,999

経常利益 (百万円) 94,601 70,145 329,512

四半期(当期)純利益 (百万円) 63,751 37,727 187,291

純資産額 (百万円) 1,680,280 1,748,898 1,744,706

総資産額 (百万円) 6,860,639 6,854,654 6,965,793

１株当たり純資産額 (円) 413,965.45 4,354.84 4,301.06

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 15,953.21 94.69 468.68

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 25.1 24.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 103,763 49,203 584,359

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △121,080 △138,524 △396,795

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 11,477 49,627 △159,237

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 76,601 71,924 110,871

従業員数 (人) 74,498 75,098 72,550

(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22期第１四半期連結累計(会計)期間－83社(２社)、第22期－82社(２社)、第23期第１四半期連結累計(会

計)期間－74社(３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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５　当社は、平成20年４月28日および平成20年12月17日開催の取締役会決議、ならびに平成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、平成21年１月４日を効力発生日とし、普通株式１株

を100株に分割いたしました。第22期第１四半期連結累計(会計)期間の１株当たり情報については、当該株式分

割を考慮しておりません。 

　なお、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の第22期第１四半期連結累計(会計)期間の１

株当たり情報を参考までに掲げると以下のとおりであります。 

(参考)

回次
第22期第１四半期
連結累計(会計)期間

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

１株当たり純資産額 (円) 4,139.65

１株当たり四半期純利益 (円) 159.53

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益

(円) ―
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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) 合併等による異動

　

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

㈱東日本環境アクセス 東京都台東区 120
清掃整備・駅業務
運営業

100.0

同社は当社の駅舎、車両および
ビル等における清掃ならびに
駅業務等を受託しております。
　役員の兼任等　有

㈱ＪＲ東日本運輸サー
ビス

東京都中央区 38清掃整備業
100.0
(62.9)

同社は当社の車両等の清掃整
備および検査工事等を受託し
ております。
　役員の兼任等　有

ＪＲ千葉鉄道サービス
㈱

千葉県千葉市
中央区

12
清掃整備・駅業務
運営業

100.0
(81.8)

同社は当社の車両・駅舎等の
清掃整備および検査工事、駅業
務等を受託しております。
　役員の兼任等　有

ＪＲ高崎鉄道サービス
㈱

群馬県高崎市 10
清掃整備・駅業務
運営業

100.0
(84.2)

同社は当社の車両・駅舎等の
清掃整備および検査工事、駅業
務等を受託しております。
　役員の兼任等　有

ＪＲ水戸鉄道サービス
㈱

茨城県水戸市 10
清掃整備・駅業務
運営業

100.0
(89.1)

同社は当社の車両・駅舎等の
清掃整備および検査工事、駅業
務等を受託しております。
　役員の兼任等　有

(注) １　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　連結子会社の㈱東日本環境アクセスは、平成21年４月１日に連結子会社の㈱ジェイアール神奈川企画開発、㈱

ジェイアールかいじ企画開発、㈱ジェイアール宇都宮企画開発および㈱ジェイアール東京企画開発と合併いた

しました。なお、㈱ジェイアール神奈川企画開発、㈱ジェイアールかいじ企画開発、㈱ジェイアール宇都宮企画開

発および㈱ジェイアール東京企画開発は、この合併に伴い消滅いたしました。

３　連結子会社の関東車両整備㈱は、平成21年４月１日に連結子会社の東日本鉄道整備㈱と合併し、㈱ＪＲ東日本

運輸サービスに商号変更いたしました。なお、東日本鉄道整備㈱は、この合併に伴い消滅いたしました。

４　連結子会社の千葉車輛整備㈱は、平成21年４月１日に連結子会社の京葉企画開発㈱と合併し、ＪＲ千葉鉄道

サービス㈱に商号変更いたしました。なお、京葉企画開発㈱は、この合併に伴い消滅いたしました。

５　連結子会社の高崎鉄道整備㈱は、平成21年４月１日に連結子会社の㈱ジェイアール高崎商事と合併し、ＪＲ高

崎鉄道サービス㈱に商号変更いたしました。なお、㈱ジェイアール高崎商事は、この合併に伴い消滅いたしまし

た。

６　連結子会社の水戸鉄道整備㈱は、平成21年４月１日に連結子会社の㈱水戸サービス開発と合併し、ＪＲ水戸鉄

道サービス㈱に商号変更いたしました。なお、㈱水戸サービス開発は、この合併に伴い消滅いたしました。

　

(2) 持分法非適用関連会社から持分法適用関連会社への異動

　

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

ＵＱコミュニケーション
ズ㈱

東京都港区 23,925その他サービス業 17.6
同社は当社の通信設備等を賃借
しております。
　役員の兼任等　有
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(3) その他の異動

①　連結子会社の高崎ターミナルビル㈱は、平成21年４月１日に非連結子会社の高崎ターミナル商事㈱を

吸収合併いたしました。

②　連結子会社の㈱ジェイアール東日本企画は、平成21年４月１日に非連結子会社の㈱ジェイ・アドク

ルーを吸収合併いたしました。

③　連結子会社の㈱千葉ステーションビルは、平成21年４月１日に非連結子会社の千葉駅ビル商事㈱を吸

収合併いたしました。

④　連結子会社の千葉車輛整備㈱(現ＪＲ千葉鉄道サービス㈱)は、平成21年４月１日に非連結子会社のち

ば開発㈱を吸収合併いたしました。

⑤　連結子会社の東京圏駅ビル開発㈱は、平成21年４月１日に㈱アトレに商号変更いたしました。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成21年６月30日現在)

従業員数(人) 75,098〔24,419〕

(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21年６月30日現在)

従業員数(人) 53,878

(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、「４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(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 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響をおよぼす可能性のある事項は発生しておりません。また、当第１四半

期連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変

更はありません。

　

３ 【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。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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、生産が持ち直すなど景気底入れの兆しが見られた

ものの、雇用情勢の悪化が続くなど、引き続き厳しい局面が続きました。

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、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収入の確保に努めるとともに、Ｓｕｉｃａを

活用した事業についても積極的に展開しました。

当第１四半期連結会計期間の営業収益は当社の運輸業が減収だったことなどにより前年同期比4.9％

減の628,025百万円となり、営業利益は前年同期比18.2％減の98,098百万円となりました。経常利益は持

分法投資利益の減少などにより前年同期比25.9％減の70,145百万円となり、四半期純利益は固定資産売

却益の減少などにより前年同期比40.8％減の37,727百万円となりました。

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。
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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収入の確保に努めてまいりました。

具体的には、京浜東北線、根岸線および山形新幹線に新型車両を引き続き導入したほか、ゴールデン

ウィークなどにお客さまのニーズを踏まえた列車の増発や指定席車両数の拡大を実施しました。また、

「横浜・神奈川デスティネーションキャンペーン」の実施や、格安なレンタカー商品の提供などによ

り、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、引き続き会員サービ

スの充実と会員数の拡大を図りました。

しかしながら、景気低迷の影響などを受け、特に定期外収入が大幅に減少したことなどにより、売上

高は前年同期比4.8％減の443,475百万円、営業利益は前年同期比19.9％減の72,328百万円となりまし

た。

　

②　駅スペース活用事業

　駅スペース活用事業においては、「エキナカ」の持つ価値を最大まで引き出す「ステーションルネッ

サンス」を積極的に推進しました。具体的には、五反田駅、三鷹駅、日暮里駅などで新規店舗を開業した

ほか、既存店舗の活性化を進めました。また、グループ会社の事業を再編し、競争力の強化を図りまし

た。

　しかしながら、景気低迷の影響などを受け、売上高は前年同期比5.3％減の99,564百万円となり、営業

利益は前年同期比11.5％減の7,968百万円となりました。

　

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、「いわき駅ビル」(福島)の開業や「川崎ＢＥ」(神奈川)

のリニューアルを実施したほか、既存店舗の活性化および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、グループ会社の事業再編に伴い駅スペース活用事業から一部事業を承継したこともあ

り、売上高は前年同期比0.9％増の57,368百万円となりましたが、営業利益は前年同期比0.4％減の

17,784百万円となりました。

　

④　その他事業

その他事業においては、広告代理業では、デジタルポスターなどの駅広告や車内映像広告などの販売

促進に努めました。クレジットカード事業では、株式会社横浜銀行との提携カードの発行を開始するな

ど会員の拡大を図りました。Ｓｕｉｃａ電子マネーについては、当社エリア内のローソン全店に導入す

るなど、市中の加盟店開拓を積極的に進め、当第１四半期連結会計期間末現在、利用可能な店舗等の数

は約65,360となりました。

しかしながら、ＩＣ対応機器等の売上が前年同期に比べて減少したことなどにより、売上高は前年同

期比6.3％減の110,243百万円となり、営業損失は513百万円となりました。
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(参考)

当社の鉄道事業の営業実績

①　輸送実績

　

区分 単位
前第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)

当第１四半期会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

営業日数 日 91 91

新幹線 キロ 1,052.9 1,052.9

営業キロ 在来線 〃 6,473.9 6,473.9

計 〃 7,526.8 7,526.8

定期 千人 993,268 986,832

輸送人員 定期外 〃 588,331 574,707

計 〃 1,581,600 1,561,539

輸
送
人
キ
ロ

定期 千人キロ 432,789 431,911

新幹線 定期外 〃 4,197,471 3,845,250

計 〃 4,630,260 4,277,162

在来線

定期 〃 17,962,468 17,877,980

関東圏 定期外 〃 8,512,178 8,260,858

計 〃 26,474,647 26,138,839

定期 〃 906,409 907,286

その他 定期外 〃 783,262 746,673

計 〃 1,689,672 1,653,960

定期 〃 18,868,878 18,785,267

計 定期外 〃 9,295,440 9,007,532

計 〃 28,164,319 27,792,799

定期 〃 19,301,668 19,217,178

合計 定期外 〃 13,492,911 12,852,783

計 〃 32,794,579 32,069,962

(注)　「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
前第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)

当第１四半期会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

旅
客
運
輸
収
入

定期 百万円 5,867 5,878

新幹線 定期外 〃 108,880 97,214

計 〃 114,748 103,093

在来線

定期 〃 116,064 115,278

関東圏 定期外 〃 172,517 165,845

計 〃 288,581 281,124

定期 〃 5,128 5,128

その他 定期外 〃 15,417 14,528

計 〃 20,545 19,657

定期 〃 121,192 120,407

計 定期外 〃 187,934 180,373

計 〃 309,126 300,781

定期 〃 127,060 126,285

合計 定期外 〃 296,814 277,588

計 〃 423,874 403,874

荷物収入 〃 55 52

合計 〃 423,930 403,926

鉄道線路使用料収入 〃 2,070 2,135

運輸雑収 〃 38,344 36,074

収入合計 〃 464,345 442,136

　

(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

利益が減少したことなどにより、流入額は前年同期に比べ54,560百万円減の49,203百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の売却による収入が減少したことなどによ

り、流出額は前年同期に比べ17,444百万円増の138,524百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローについては、コマーシャル・ペーパーの増加などにより、流入額は

前年同期に比べ38,150百万円増の49,627百万円となりました。

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の残高は、前連結会計年度末に比べ38,946百

万円減の71,924百万円となりました。

また、当第１四半期連結会計期間末の長期債務残高は、3,482,216百万円であります。
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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としております。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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  信濃川発電所(千手発電所、小千谷発電所および小千谷第二発電所の総称)における不祥事に関して、地

域の皆さまをはじめ、関係の皆さまの信頼を著しく損ね、多大なるご迷惑をおかけしたことについて、深

くお詫び申しあげます。再発防止策として、「水力発電業務に関する部外有識者委員会」、「発電所等に

おける業務改善・強化プロジェクト」における検討を踏まえ、仕事の仕組みや制度の改善を引き続き実

施してまいります。また、平成21年４月１日付で本社内に設置した「信濃川発電所業務改善推進部」にお

いて業務の改善を全力で進めるとともに、同日付で本社附属機関として設置した「エネルギー管理セン

ター」に発電・給電に関係する業務を移管することで、責任体制と指揮命令をより明確にしてまいりま

す。さらに、法令遵守に関する社員教育を強化することとあわせ、業務全般に係わる法令の遵守状況を点

検する法令事項総点検を進めるなど、コンプライアンス経営を一層推進してまいります。

　

(4) 研究開発活動

  当第１四半期連結会計期間における研究開発費総額は、3,146百万円であります。

  なお、当第１四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49,203百万円の流入、投資活動に

よるキャッシュ・フローは138,524百万円の流出、財務活動によるキャッシュ・フローは49,627百万円の

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71,924百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間末の長期債務残高は、3,482,216百万円であります。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、社債および長期借入金によって構成されております。

当社は、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１四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。また、コマーシャル・ペー

パーについては、㈱格付投資情報センターよりa-1+、ムーディーズよりP-1の短期債(ＣＰ)格付けを取得

しており、当第１四半期連結会計期間末におけるコマーシャル・ペーパーの発行残高は104,000百万円で

あります。
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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 28,888 平成21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、前連結会計年度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 1,600,000,000

計 1,600,000,000

　

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21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月７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 400,000,000400,000,000

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)

単元株式数は100株
であります。

計 400,000,000400,000,000― ―

　

(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21年６月30日 ― 400,000,000 ― 200,000 ― 96,600
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(5) 【大株主の状況】

(平成21年６月30日現在)

氏名又は名称 住所
所有株式数
(百株)

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

中央区晴海１丁目８－11 272,897 6.82

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社信託口４Ｇ

中央区晴海１丁目８－11 235,617 5.89

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社信託口

港区浜松町２丁目11番３号 200,647 5.02

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 千代田区丸の内２丁目７番１号 125,203 3.13

株式会社三井住友銀行 千代田区有楽町１丁目１番２号 105,303 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

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 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

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 2.50

ＪＲ東日本社員持株会 渋谷区代々木２丁目２番２号 97,052 2.43

日本生命保険相互会社
千代田区丸の内１丁目６番６号
日本生命証券管理部内

80,155 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

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 1.78

計 ― 1,388,002 34.70

(注)　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社信託口、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社信託口４Ｇお

よび日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口の所有株式数は、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21年６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　 　  4,310,600

（相互保有株式）
― ―

普通株式　　　　  20,000

完全議決権株式(その他) 普通株式   　395,554,400 3,955,544 ―

単元未満株式 普通株式         115,000 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 400,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 3,955,544 ―

(注) １　「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25,900株(議決権259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700株(議決権７個)が含まれております。

２　当社は、平成21年４月27日開催の取締役会の決議に基づき、平成21年４月30日から平成21年５月22日にかけ

て、東京証券取引所における市場買付により当社普通株式4,000,000株を取得いたしました。
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② 【自己株式等】

(平成21年６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

渋谷区代々木２丁目２番２号 4,310,600 ― 4,310,600 1.08

(相互保有株式)
株式会社交通新聞社

千代田区麹町６丁目６ 20,000 ― 20,000 0.01

計 ― 4,330,600 ― 4,330,600 1.08

　

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21年４月 ５月 ６月

最高(円) 5,680 5,990 5,990

最低(円) 4,820 5,490 5,420

(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、前第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)は、改正前の四半期連結財務諸

表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日～平成21年６月30日)および当第１四半期

連結累計期間(平成21年４月１日～平成21年６月30日)は、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、前第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ならびに当第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日

～平成21年６月30日)および当第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日～平成21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。
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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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 72,128 70,080

受取手形及び売掛金 230,544 260,561

未収運賃 26,130 32,645

短期貸付金 ※4
 18,612

※4
 18,699

有価証券 359 41,220

分譲土地建物 3,656 3,756

たな卸資産 ※6
 48,112

※6
 36,494

繰延税金資産 33,156 50,114

その他 42,284 48,075

貸倒引当金 △2,944 △2,819

流動資産合計 472,041 558,827

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,925,888 2,964,414

機械装置及び運搬具（純額） 629,916 628,472

土地 2,005,771 2,007,490

建設仮勘定 200,863 195,978

その他（純額） 40,253 41,841

有形固定資産合計 ※1, ※2, ※5
 5,802,693

※1, ※2, ※5
 5,838,197

無形固定資産 ※2, ※5
 116,964

※2, ※5
 120,184

投資その他の資産

投資有価証券 160,817 138,685

長期貸付金 1,373 1,565

繰延税金資産 252,225 256,755

その他 51,476 53,700

貸倒引当金 △2,998 △2,190

投資その他の資産合計 462,894 448,516

固定資産合計 6,382,552 6,406,898

繰延資産 60 67

資産合計 6,854,654 6,965,793
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 35,724 45,302

短期借入金 89,260 88,878

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 ※5
 137,925

※5
 137,925

未払金 151,479 329,857

未払消費税等 7,256 13,523

未払法人税等 14,089 74,717

預り連絡運賃 13,658 15,910

前受運賃 95,236 87,649

賞与引当金 39,729 70,711

その他 351,928 196,732

流動負債合計 1,056,288 1,181,208

固定負債

社債 ※3
 1,299,473

※3
 1,299,456

長期借入金 658,455 664,205

鉄道施設購入長期未払金 ※5
 1,178,781

※5
 1,178,781

繰延税金負債 1,868 1,641

退職給付引当金 651,130 644,467

その他 259,755 251,325

固定負債合計 4,049,466 4,039,878

負債合計 5,105,755 5,221,087

純資産の部

株主資本

資本金 200,000 200,000

資本剰余金 96,732 96,732

利益剰余金 1,440,258 1,424,738

自己株式 △25,823 △2,878

株主資本合計 1,711,167 1,718,593

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,981 63

繰延ヘッジ損益 △496 △70

評価・換算差額等合計 11,484 △6

少数株主持分 26,246 26,119

純資産合計 1,748,898 1,744,706

負債純資産合計 6,854,654 6,965,793
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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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

営業収益 660,156 628,025

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 415,530 406,588

販売費及び一般管理費 ※1
 124,634

※1
 123,338

営業費合計 540,165 529,927

営業利益 119,991 98,098

営業外収益

受取利息 82 29

受取配当金 2,231 1,896

持分法による投資利益 375 －

雑収入 3,002 1,813

営業外収益合計 5,691 3,738

営業外費用

支払利息 30,234 28,525

持分法による投資損失 － 683

雑支出 846 2,483

営業外費用合計 31,081 31,692

経常利益 94,601 70,145

特別利益

固定資産売却益 14,769 32

工事負担金等受入額 6,970 3,164

その他 533 763

特別利益合計 22,273 3,961

特別損失

工事負担金等圧縮額 6,686 3,081

減損損失 － 2,788

その他 2,179 1,985

特別損失合計 8,866 7,854

税金等調整前四半期純利益 108,009 66,251

法人税、住民税及び事業税 28,803 14,092

法人税等調整額 15,030 14,136

法人税等合計 43,833 28,229

少数株主利益 423 294

四半期純利益 63,751 37,727
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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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21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 66,251

減価償却費 82,581 84,811

減損損失 － 2,788

長期前払費用償却額 1,267 1,417

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,111 6,601

受取利息及び受取配当金 △2,314 △1,925

支払利息 30,234 28,525

工事負担金等受入額 △6,970 △3,164

固定資産除却損 3,604 2,655

固定資産圧縮損 6,686 3,081

売上債権の増減額（△は増加） 31,245 29,416

仕入債務の増減額（△は減少） △65,023 △72,991

その他 △32,351 △20,398

小計 165,081 127,067

利息及び配当金の受取額 2,363 1,977

利息の支払額 △6,457 △6,228

災害損失の支払額 － △418

法人税等の支払額 △57,223 △73,196

営業活動によるキャッシュ・フロー 103,763 49,203

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 △155,657

有形及び無形固定資産の売却による収入 23,836 1,120

工事負担金等受入による収入 23,631 14,846

投資有価証券の取得による支出 △1,215 △4,282

その他 △1,012 5,448

投資活動によるキャッシュ・フロー △121,080 △138,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） － 104,000

長期借入金の返済による支出 △7,350 △6,492

社債の発行による収入 49,982 －

自己株式の取得による支出 － △22,946

配当金の支払額 △19,984 △21,982

その他 △11,168 △2,950

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,477 49,627

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,838 △39,693

現金及び現金同等物の期首残高 82,058 110,871

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

382 806

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △60

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 76,601

※1
 71,924
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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21年４月１日
至　平成21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74社を連結の範囲に含めております。 

　なお、当第１四半期連結会計期間において、㈱ジェイアール神奈川企画開発、㈱ジェイアールかいじ企画開発、㈱

ジェイアール宇都宮企画開発および㈱ジェイアール東京企画開発は㈱東日本環境アクセスと、東日本鉄道整備㈱

は関東車両整備㈱(現㈱ＪＲ東日本運輸サービス)と、京葉企画開発㈱は千葉車輛整備㈱(現ＪＲ千葉鉄道サービ

ス㈱)と、㈱ジェイアール高崎商事は高崎鉄道整備㈱(現ＪＲ高崎鉄道サービス㈱)と、㈱水戸サービス開発は水戸

鉄道整備㈱(現ＪＲ水戸鉄道サービス㈱)と、それぞれ合併し消滅しております。 

　また、高崎ターミナルビル㈱は非連結子会社の高崎ターミナル商事㈱を、㈱ジェイアール東日本企画は非連結子

会社の㈱ジェイ・アドクルーを、㈱千葉ステーションビルは非連結子会社の千葉駅ビル商事㈱を、千葉車輛整備

㈱(現ＪＲ千葉鉄道サービス㈱)は非連結子会社のちば開発㈱をそれぞれ吸収合併しております。 

２　持分法の適用に関する事項の変更

関連会社のうちＵＱコミュニケーションズ㈱、セントラル警備保障㈱および㈱ジェイティービーの３社に対す

る投資について持分法を適用しております。なお、ＵＱコミュニケーションズ㈱については、重要性が増したた

め、当第１四半期連結会計期間より持分法適用関連会社に含めることといたしました。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　前第１四半期連結累計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「自己株式の取得による支出」(前第１四半期連結累計期間△６百万円)は、重要性が増したため、当第１四半期連

結累計期間より区分掲記しております。
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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21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

6,244,961百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

6,182,345百万円

※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

720,583百万円

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

258,959百万円

※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

717,611百万円

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

259,047百万円

※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 273,590百万円

貸出実行残高 16,550百万円

差引額 257,040百万円

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 275,404百万円

貸出実行残高 16,873百万円

差引額 258,530百万円

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 8,046百万円

仕掛品 9,965百万円

原材料及び貯蔵品 30,100百万円

※６　たな卸資産に含まれる各科目の金額

商品及び製品 7,936百万円

仕掛品 6,075百万円

原材料及び貯蔵品 22,481百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

　
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21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

※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 63,181百万円

経費 42,140百万円

諸税 4,972百万円

減価償却費 13,044百万円

計 123,338百万円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21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

 

※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 72,128百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△203百万円

現金及び現金同等物の四半
期末残高

71,924百万円

 

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)および当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日

　至　平成21年６月30日)

１　発行済株式の種類および総数

普通株式　400,000,000株

　

２　自己株式の種類および株式数

普通株式 　 4,427,660株

　

３　配当に関する事項

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21年６月23日
定時株主総会

普通株式 21,982利益剰余金 55平成21年３月31日 平成21年６月24日

　

４　株主資本の金額の著しい変動

当第１四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より22,945百万円増加し、

25,823百万円となっております。これは主に、平成21年４月27日開催の取締役会の決議に基づき、平成21

年４月30日から平成21年５月22日にかけて、東京証券取引所における市場買付により当社普通株式

4,000,000株を総額22,943百万円にて取得したためであります。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第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

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21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

430,22896,43655,13346,227628,025 ― 628,025

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

13,2463,128 2,23564,01682,626(82,626)―

計 443,47599,56457,368110,243710,652(82,626)628,025

営業費用 371,14691,59639,583110,756613,083(83,155)529,927

営業利益（又は営業損失） 72,3287,968 17,784△513 97,568（△529)98,098

(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 ……………… ホテル業、広告代理業、卸売業、貨物自動車運送事業、情報処理

業、清掃整備・駅業務運営業、清掃整備業、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】

前第１四半期連結累計期間および当第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】

前第１四半期連結累計期間および当第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21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 　 4,354円84銭１株当たり純資産額 4,301円06銭

　

２　１株当たり四半期純利益等

　
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21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。

１株当たり四半期純利益 94円69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。
 
　当社は、平成20年４月28日および平成20年12月17日開
催の取締役会決議、ならびに平成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、平成21年１月４日を効力発生日とし、普通株式１株
を100株に分割いたしました。 
　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前
第１四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益等
は、以下のとおりであります。 
 
前第１四半期連結累計期間

　１株当たり四半期純利益 159円53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
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

四半期純利益(百万円) 63,751 37,727

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 37,727

普通株式の期中平均株式数(株) 3,996,161 398,429,768
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(重要な後発事象)

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21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59回無担保普通社債

　(1) 発行年月日　平成21年７月24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0.808％

　(5) 償還期限　　平成26年７月24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60回無担保普通社債

　(1) 発行年月日　平成21年７月24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1.449％

　(5) 償還期限　　平成31年７月24日

　(6) 資金使途　　長期債務の償還資金等

 

 (子会社の設立および吸収分割による事業承継)

　当社は、平成21年７月22日開催の取締役会において、子会社を設立し吸収分割によりクレジットカード事業を承継

させることを決議いたしました。

１　新設子会社に関する事項(予定)

　(1) 商号　　　　株式会社ビューカード

　(2) 設立　　　　平成21年９月

　(3) 資本金の額　100百万円

　(4) 資本構成　　東日本旅客鉄道株式会社　100％

　(5) 事業の内容　クレジットカード事業および付随する事業

２　吸収分割に関する事項(予定)

　(1) 吸収分割の方法

　　　当社を吸収分割会社とし、株式会社ビューカードを吸収分割承継会社とする分社型の吸収分割

　(2) 吸収分割の時期

　　　平成22年２月

　(3) 吸収分割の後の資本金の額

　　　5,000百万円

　(4) 吸収分割の目的

　当社がこれまで取り組んできたクレジットカード事業のさらなる強化のため、全額出資による新会社を設立

し、当社のクレジットカード事業を吸収分割により承継させることを決定いたしました。

　

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年８月７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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期

間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成

21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21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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