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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23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23期
第２四半期
連結会計期間

第22期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21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21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９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) 1,353,3841,293,083693,228 665,0582,696,999

経常利益 (百万円) 200,054 158,080 105,452 87,935 329,512

四半期(当期)純利益 (百万円) 122,036 94,518 58,284 56,791 187,291

純資産額 (百万円) ― ― 1,725,5061,799,4061,744,706

総資産額 (百万円) ― ― 6,937,4176,869,0616,965,793

１株当たり純資産額 (円) ― ― 425,147.674,479.874,301.06

１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 30,538.43238.0914,585.22143.57 468.68

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 (％) ― ― 24.5 25.8 24.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 266,613 193,069 ― ― 584,359

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △169,763△190,659 ― ― △396,795

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △26,250 △45,590 ― ― △159,237

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 153,040 68,437 110,871

従業員数 (人) ― ― 73,626 73,454 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２四半期連結累計期間－83社(２社)、第22期－82社(２社)、第23期第２四半期連結累計期間－　75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２四半期連結累計期間および第22期第２四半期連結会計期間の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２四半期連結累計期間および第22

期第２四半期連結会計期間の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２四半期
連結累計期間

第22期第２四半期
連結会計期間

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

１株当たり純資産額 (円) ― 4,251.48

１株当たり四半期純利益 (円) 305.38 145.85

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。

　なお、平成21年７月22日開催の取締役会において、当社の100％子会社である㈱ビューカードを設立し、吸

収分割により当社のクレジットカード事業を平成22年２月に承継させることを決議しております。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四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

㈱ビューカード 東京都渋谷区 100
クレジットカード
事業

100.0　役員の兼任等　有

(注) １　当第２四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　㈱ビューカードは、平成22年２月に当社のクレジットカード事業を承継する予定であります。

３　資本金の額は、事業承継時に5,000百万円となる予定であります。

　

(2) 持分法非適用関連会社から連結子会社への異動

　

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

新宿南エネルギーサー
ビス㈱

東京都渋谷区 750その他サービス業 72.7
同社は当社の建物へ熱エネル
ギーの供給を行っております。
　役員の兼任等　有

(注)　当第２四半期連結会計期間より新たに連結した会社であります。

　

(3) 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

㈱ジェイアール東日本
都市開発

東京都渋谷区 1,450
ショッピングセン
ター運営事業、
小売業

100.0
同社は当社の土地等を賃借し
ております。
　役員の兼任等　有

(注)　連結子会社の㈱ジェイアール東日本都市開発は、平成21年７月１日に連結子会社の㈱ジェイアール東日本住宅

開発と合併いたしました。なお、㈱ジェイアール東日本住宅開発は、この合併に伴い消滅いたしました。
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４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

(平成21年９月30日現在)

従業員数(人) 73,454〔26,415〕

(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９月30日現在)

従業員数(人) 53,304

(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２四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、重要な変更が生じた事項は次のとおりであります。

　なお、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。

　

(4) 安全対策等

鉄道事業においては、自然災害や人為的ミス、犯罪・テロ行為等によって事故が発生した場合、また感

染症の大規模な流行が発生した場合、大きな損害が出る可能性があります。

　当社グループは、安全の確保を経営の最重要課題と位置づけ、平成25年度までの安全５カ年計画「安全

ビジョン2013」に基づき、ハード、ソフトの両面からより安全性の高い鉄道システムづくりに取り組んで

おります。

　具体的には、列車事故防止策として、列車の衝突防止、曲線部等における速度超過防止を目的に、在来線

への自動列車停止装置(ＡＴＳ－Ｐ、ＡＴＳ－Ｐｓ)の整備を進めました。特に、平成17年の羽越本線列車

事故を受け、強風対策として防風柵の設置を行ったほか、風速計の増設を進めました。地震対策について

は、高架橋等の耐震補強対策を継続するとともに、大地震発生時に列車をより早く停止させるための在来

線早期地震警報システムを首都圏から全線区に拡大しました。また、踏切事故防止策として、障害物検知

装置の設置などを進めました。さらに、駅のホームにおける事故防止策として、山手線の恵比寿駅および

目黒駅に可動式ホーム柵を先行導入するための工事を進めました。

　

(7) 他事業者との競合等

当社グループは、鉄道事業において、他の鉄道および航空機、自動車、バス等の対抗輸送機関と競合して

いるほか、生活サービス事業においても、既存および新規の事業者と競合しております。これら鉄道事業、

生活サービス事業における今後の競合状況が当社グループの財政状態および経営成績に影響を与える可

能性があります。特に、首都圏の他の鉄道事業者における大規模改良工事の進展や成田新高速鉄道の開

業、羽田空港の再拡張による航空路線の増便、高速道路料金のさらなる引下げなどによる交通市場の競争

激化は、当社の鉄道事業の収益に影響をおよぼすことが予想されます。また、生活サービス事業の駅ス

ペース活用事業やショッピング・オフィス事業においては、他社の新規進出や周辺商業施設のリニュー

アルにより当社グループの競争力が低下する可能性があります。さらに、ホテル業では、外資系高級ホテ

ル、国内他社による低価格ビジネスホテルや婚礼専門施設の進出により、競争が激しくなっており、当社

グループの生活サービス事業の収益に影響をおよぼす可能性があります。

　

３ 【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。
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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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、アジア向け輸出の増加や景気対策などにより持ち

直しの動きが見られたものの、企業収益や設備投資が低水準にとどまるとともに、雇用情勢が悪化を続け

るなど、依然として厳しい状況が続きました。また、本年３月から実施されている高速道路料金の土日祝

日上限1,000円施策により、鉄道などのご利用は減少しました。このような経営環境の中、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

の推進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２四半期連結会計期間の営業収益は、当社の運輸業が大幅な減収だったことなどにより、前年同期

比4.1％減の665,058百万円となりました。営業利益は前年同期比11.9％減の117,915百万円となり、経常

利益は前年同期比16.6％減の87,935百万円となりました。四半期純利益は容積利用権の売却益などが

あったものの、前年同期比2.6％減の56,791百万円となりました。

　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収入の確保に努めてまいりました。具体的には、

山形新幹線に新型車両を引き続き導入したほか、夏休み期間、９月の５連休などにお客さまのご利用状

況にあわせ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」などの実施や新しい着地開発型旅行商品ブランド「旅市」の発売などにより、

エリア内の観光流動の創造に努めました。さらに、高速道路料金引下げへの対策として、休日向けに

「ツーデーパス」などの発売や、鉄道と組み合わせた格安なレンタカー商品の提供を行いました。「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。バス事業に

ついては、高速道路料金引下げなど厳しい経営環境が続く中で、近距離路線の増便や弾力的な料金設定

などにより高速路線の競争力の強化に努めました。モノレール鉄道業については、「モノレール＆山手

線内割引きっぷ」を引き続き発売するなど、利用促進に努めました。

　しかしながら、景気低迷に加え高速道路料金引下げの影響を受けて、当社の鉄道輸送量は前年同期を

下回り、売上高は前年同期比3.9％減の473,880百万円となり、営業利益は前年同期比11.9％減の90,798

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」の価値を最大まで引き出す「ステーションルネッサン

ス」を推進しました。具体的には、越後湯沢駅で地域色あふれる店舗へのリニューアルを行いました。

　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7.7％減の103,967百万円となり、営業

利益は前年同期比15.9％減の9,210百万円となりました。
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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、「ＬＵＭＩＮＥ　ＭＡＮ　ＳＨＩＢＵＹＡ(ルミネマン渋

谷)」(東京)、「ＪＲ武蔵小金井南口ビル」(東京)を開業したほか、イオンモール株式会社と共同で土

浦駅ビルのリニューアルを実施しました。

　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2.1％増の59,348百万円となりましたが、景気低迷の影響などを受け、営業利益

は前年同期比4.8％減の17,057百万円となりました。

　

④　その他事業

その他事業においては、ホテル業では「ホテルメッツ駒込」(東京)を開業しました。広告代理業で

は、駅広告や車内広告などの販売促進に努めました。その他サービス業では、「ジェクサー・フィット

ネススタジオ武蔵小金井」(東京)を開業しました。また、クレジットカード事業では、各種ビューカー

ドの会員数の拡大を図りました。さらに、Ｓｕｉｃａによるショッピングサービス(電子マネー)につい

ては、市中の加盟店開拓を積極的に進め、当第２四半期連結会計期間末現在、利用可能な店舗等の数は

約70,530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や景気低迷の影響などを受

け、売上高は前年同期比2.1％減の118,387百万円となり、営業利益は前年同期比57.8％減の795百万円

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)

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

営業日数 日 92 92

　 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 966,358 958,623

輸送人員 定期外 〃 598,155 588,848

　 計 〃 1,564,514 1,547,472

輸
送
人
キ
ロ

　 定期 千人キロ 429,155 424,159

新幹線 定期外 〃 4,918,941 4,621,437

　 計 〃 5,348,097 5,045,597

在来線

　 定期 〃 17,542,229 17,403,306

関東圏 定期外 〃 9,040,552 8,873,962

　 計 〃 26,582,781 26,277,269

　 定期 〃 864,311 859,021

その他 定期外 〃 962,411 923,356

　 計 〃 1,826,722 1,782,378

　 定期 〃 18,406,540 18,262,328

計 定期外 〃 10,002,963 9,797,319

　 計 〃 28,409,504 28,059,647

　 定期 〃 18,835,696 18,686,488

合計 定期外 〃 14,921,905 14,418,757

　 計 〃 33,757,601 33,105,245

(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)

当第２四半期会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

旅
客
運
輸
収
入

　 定期 百万円 5,829 5,767

新幹線 定期外 〃 125,030 115,585

　 計 〃 130,859 121,352

在来線

　 定期 〃 114,174 113,104

関東圏 定期外 〃 179,876 175,068

　 計 〃 294,050 288,173

　 定期 〃 5,136 5,083

その他 定期外 〃 18,468 17,560

　 計 〃 23,604 22,643

　 定期 〃 119,311 118,187

計 定期外 〃 198,344 192,629

　 計 〃 317,655 310,816

　 定期 〃 125,140 123,955

合計 定期外 〃 323,374 308,214

　 計 〃 448,515 432,169

荷物収入 〃 59 52

合計 〃 448,574 432,222

鉄道線路使用料収入 〃 2,106 2,163

運輸雑収 〃 40,376 37,643

収入合計 〃 491,057 472,029

　

(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・フローについては、仕入債務の減少額の増

加などにより、流入額は前年同期に比べ18,983百万円減の143,866百万円となりました。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73,544百万円減の193,069百万円となりました。

　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・フローについては、固定資産の取得による支

出の増加などにより、流出額は前年同期に比べ3,451百万円増の52,134百万円となりました。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20,895百万円増の190,659百万円となりました。

　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・フローについては、コマーシャル・ペーパー

の減少額の増加などにより、流出額は前年同期に比べ57,490百万円増の95,218百万円となりました。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19,340百万円増の45,590百万円となりまし

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42,433百

万円減の68,437百万円となりました。

　また、当第２四半期連結会計期間末の長期債務残高は、3,474,729百万円であります。
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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(新潟県小千谷市、十日町市にある千手、小千谷、小千谷第二各発電所の総称)における不祥

事を受けた再発防止策として、「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おりま

す。また、本年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いたしました。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の一層の推進を図っております。このほか、小千谷市、十日町市等に

設置した「信濃川発電所業務改善事務所」を窓口として、地域との密接な連携に努めております。今後と

も、地域の皆さまをはじめ関係の皆さまの信頼回復に向け、引き続き誠心誠意努力してまいります。

　

(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、2,990百万円であります。

  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143,866百万円の流入、投資活動に

よるキャッシュ・フローは52,134百万円の流出、財務活動によるキャッシュ・フローは95,218百万円の

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68,437百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末の長期債務残高は、3,474,729百万円であります。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、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25年の無担保普通社債を20,000百

万円、償還期限が平成26年の無担保普通社債を30,000百万円、償還期限が平成31年の無担保普通社債を

40,000百万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。当第２四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19,000百万円であります。
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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 20,779 平成21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 1,600,000,000

計 1,600,000,000

　

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21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月11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９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９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８－11 274,706 6.87

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 199,385 4.98

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

ＪＲ東日本社員持株会 渋谷区代々木２丁目２－２ 105,516 2.64

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

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社信託口９

中央区晴海１丁目８－11 81,918 2.05

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 ― 1,243,314 31.08

(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９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　 　  4,311,200

（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   　395,553,500 3,955,535 ―

単元未満株式 普通株式         115,300 ― 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 ― 3,955,535 ―

(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25,500株(議決権255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600株(議決権６個)が含まれております。
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② 【自己株式等】

(平成21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

渋谷区代々木２丁目２－２ 4,311,200 ― 4,311,200 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 ― 4,331,200 ― 4,331,200 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 ７月 ８月 ９月

最高(円) 5,680 5,990 5,990 6,120 6,170 6,530

最低(円) 4,820 5,490 5,420 5,400 5,420 5,940

(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)および前第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)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連

結会計期間(平成21年７月１日～平成21年９月30日)および当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日

～平成21年９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)および前第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ならびに当第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日～平成21年９月30日)および当

第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日～平成21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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 68,731 70,080

受取手形及び売掛金 234,394 260,561

未収運賃 32,717 32,645

短期貸付金 ※4
 17,816

※4
 18,699

有価証券 159 41,220

分譲土地建物 3,214 3,756

たな卸資産 ※6
 53,711

※6
 36,494

繰延税金資産 51,586 50,114

その他 43,908 48,075

貸倒引当金 △3,021 △2,819

流動資産合計 503,217 558,827

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,912,208 2,964,414

機械装置及び運搬具（純額） 628,189 628,472

土地 2,006,136 2,007,490

建設仮勘定 203,312 195,978

その他（純額） 40,427 41,841

有形固定資産合計 ※1, ※2, ※5
 5,790,273

※1, ※2, ※5
 5,838,197

無形固定資産 ※2, ※5
 111,753

※2, ※5
 120,184

投資その他の資産

投資有価証券 145,251 138,685

長期貸付金 1,499 1,565

繰延税金資産 260,064 256,755

その他 59,884 53,700

貸倒引当金 △2,943 △2,190

投資その他の資産合計 463,756 448,516

固定資産合計 6,365,783 6,406,898

繰延資産 61 67

資産合計 6,869,061 6,965,793
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 35,933 45,302

短期借入金 111,120 88,878

1年内償還予定の社債 110,000 120,000

1年内に支払う鉄道施設購入長期未払金 ※5
 138,147

※5
 137,925

未払金 152,384 329,857

未払消費税等 3,691 13,523

未払法人税等 77,336 74,717

預り連絡運賃 19,123 15,910

前受運賃 95,011 87,649

賞与引当金 74,163 70,711

その他 215,116 196,732

流動負債合計 1,032,028 1,181,208

固定負債

社債 ※3
 1,359,490

※3
 1,299,456

長期借入金 630,125 664,205

鉄道施設購入長期未払金 ※5
 1,126,951

※5
 1,178,781

繰延税金負債 1,775 1,641

退職給付引当金 658,076 644,467

その他 261,206 251,325

固定負債合計 4,037,626 4,039,878

負債合計 5,069,655 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 1,497,050 1,424,738

自己株式 △25,826 △2,878

株主資本合計 1,767,956 1,718,593

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,213 63

繰延ヘッジ損益 △1,060 △70

評価・換算差額等合計 4,153 △6

少数株主持分 27,296 26,119

純資産合計 1,799,406 1,744,706

負債純資産合計 6,869,061 6,965,793
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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）

前第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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年９月30日)

営業収益 1,353,384 1,293,083

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 850,552 830,223

販売費及び一般管理費 ※1
 248,981

※1
 246,846

営業費合計 1,099,534 1,077,070

営業利益 253,850 216,013

営業外収益

受取利息 262 51

受取配当金 2,282 1,917

持分法による投資利益 210 －

雑収入 6,128 3,827

営業外収益合計 8,883 5,796

営業外費用

支払利息 60,725 57,064

持分法による投資損失 － 2,302

雑支出 1,955 4,361

営業外費用合計 62,680 63,729

経常利益 200,054 158,080

特別利益

固定資産売却益 14,861 120

工事負担金等受入額 13,635 6,443

容積利用権売却益 － 16,891

その他 1,585 1,092

特別利益合計 30,081 24,547

特別損失

工事負担金等圧縮額 13,302 5,826

その他 8,978 13,247

特別損失合計 22,281 19,073

税金等調整前四半期純利益 207,854 163,554

法人税、住民税及び事業税 92,564 75,469

法人税等調整額 △7,728 △7,331

法人税等合計 84,835 68,137

少数株主利益 982 897

四半期純利益 122,036 94,518
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
  至 平成21年９月30日)

営業収益 693,228 665,058

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 435,021 423,635

販売費及び一般管理費 ※1
 124,347

※1
 123,507

営業費合計 559,369 547,142

営業利益 133,859 117,915

営業外収益

受取利息 179 22

受取配当金 51 20

物品売却益 852 468

受取保険金及び配当金 779 484

雑収入 1,494 1,061

営業外収益合計 3,357 2,057

営業外費用

支払利息 30,490 28,539

持分法による投資損失 165 1,619

雑支出 1,108 1,878

営業外費用合計 31,764 32,037

経常利益 105,452 87,935

特別利益

工事負担金等受入額 6,664 3,278

容積利用権売却益 － 16,891

その他 1,143 416

特別利益合計 7,807 20,586

特別損失

工事負担金等圧縮額 6,615 2,745

その他 6,799 8,473

特別損失合計 13,415 11,219

税金等調整前四半期純利益 99,845 97,302

法人税、住民税及び事業税 63,760 61,376

法人税等調整額 △22,759 △21,468

法人税等合計 41,001 39,908

少数株主利益 558 603

四半期純利益 58,284 56,791
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21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 207,854 163,554

減価償却費 166,048 172,050

減損損失 681 3,599

長期前払費用償却額 2,535 2,932

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,679 13,543

受取利息及び受取配当金 △2,545 △1,968

支払利息 60,725 57,064

工事負担金等受入額 △13,635 △6,443

固定資産除却損 8,360 7,738

固定資産圧縮損 13,302 5,826

売上債権の増減額（△は増加） 20,417 19,344

仕入債務の増減額（△は減少） △69,617 △83,464

その他 △27,456 △32,094

小計 382,351 321,683

利息及び配当金の受取額 2,689 2,121

利息の支払額 △60,656 △57,411

災害損失の支払額 △477 △418

法人税等の支払額 △57,292 △72,906

営業活動によるキャッシュ・フロー 266,613 193,069

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 △221,693

有形及び無形固定資産の売却による収入 24,059 1,627

工事負担金等受入による収入 35,136 21,026

容積利用権の売却による収入 － 13,673

投資有価証券の取得による支出 △1,235 △4,396

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 485

その他 △1,090 △1,382

投資活動によるキャッシュ・フロー △169,763 △190,659

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） － 19,000

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 △12,825

社債の発行による収入 99,982 90,000

社債の償還による支出 － △40,000

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 △51,195 △51,608

自己株式の取得による支出 － △22,950

配当金の支払額 △19,984 △21,982

その他 △40,878 △5,222

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,250 △45,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 70,600 △43,180

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
 153,040

※1
 68,437
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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21年４月１日
至　平成21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75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、当第２四

半期連結会計期間に、新規設立した㈱ビューカードおよび自己株式取得に伴い当社の議決権比率が上昇した新宿

南エネルギーサービス㈱の２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、当第２四半期連結会計期間において、㈱ジェイアール東日本住宅開

発は㈱ジェイアール東日本都市開発と、それぞれ合併し消滅しております。 

　また、第１四半期連結会計期間において、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、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ております。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　前第２四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２四半期連結累計期間△34百万円)は、重要性が増したため、当第２四半期連

結累計期間より区分掲記しております。

　

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

 (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

  (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、株式会社ビューカードを設立

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
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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21年９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

6,309,912百万円

※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

722,582百万円

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

259,183百万円

※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 269,923百万円

貸出実行残高 16,164百万円

差引額 253,759百万円

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 8,339百万円

仕掛品 15,306百万円

原材料及び貯蔵品 30,066百万円

※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２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21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

※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 125,135百万円

経費 84,983百万円

諸税 10,279百万円

減価償却費 26,447百万円

計 246,846百万円
 

　
前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21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
 

※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 61,953百万円

経費 42,843百万円

諸税 5,307百万円

減価償却費 13,402百万円

計 123,507百万円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第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２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21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

 

※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 68,731百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△293百万円

現金及び現金同等物の四半
期末残高

68,437百万円
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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21年９月30日)および当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日

　至　平成21年９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 　 4,428,188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

　

(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21年10月28日
取締役会

普通株式 21,762利益剰余金 55平成21年９月30日 平成21年12月１日

　

　

４　株主資本の金額の著しい変動

当第２四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22,948百万円増加し、

25,826百万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２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21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

461,508100,77357,10945,666665,058 ― 665,058

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

12,3723,193 2,23972,72190,526(90,526)―

計 473,880103,96759,348118,387755,584(90,526)665,058

営業費用 383,08294,75642,291117,591637,721(90,579)547,142

営業利益 90,7989,210 17,057 795 117,862(△52)117,915
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前第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

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21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

891,737197,210112,24391,8931,293,083― 1,293,083

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

25,6186,321 4,474136,737173,152(173,152)―

計 917,356203,532116,717228,6311,466,236(173,152)1,293,083

営業費用 754,228186,35281,874228,3481,250,805(173,735)1,077,070

営業利益 163,12717,17934,842 282 215,431(△582)216,013

(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２四半期連結会計期間および当第２四半期連結会計期間ならびに前第２四半期連結累計期間およ

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】

前第２四半期連結会計期間および当第２四半期連結会計期間ならびに前第２四半期連結累計期間およ

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。
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(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21年９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 4,479円87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

　

第２四半期連結累計期間

　
前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21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   238円09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。
 
　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２四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２四半期連結累計期間

　１株当たり四半期純利益 305円38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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年９月30日)

四半期純利益(百万円) 122,036 94,518

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 94,518

普通株式の期中平均株式数(株) 3,996,154 396,993,135
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第２四半期連結会計期間

　
前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日 
  至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益 14,585円22銭
　

１株当たり四半期純利益 143円57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。
 
　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２四半期連結会計期間の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２四半期連結会計期間

　１株当たり四半期純利益 145円85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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日 
  至　平成21年９月30日)

四半期純利益(百万円) 58,284 56,791

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) 58,284 56,791

普通株式の期中平均株式数(株) 3,996,148 395,572,116

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

　

２ 【その他】

平成21年10月28日開催の取締役会において、第23期(平成21年４月１日～平成22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　　　　　　　　　　　　　　　21,762百万円

(2) １株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 55円

(3) 支払請求権の効力発生日ならびに支払開始日　　　　　　平成21年12月１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11月11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２四半期連結会計期

間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成

21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21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おりません。
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