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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第190期

第２四半期連結
累計期間

第191期
第２四半期連結
累計期間

第190期
第２四半期連結
会計期間

第191期
第２四半期連結
会計期間

第190期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22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22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
   ４月１日
至  平成22年
   ３月31日

営業収益 (百万円) 282,970 276,728 137,844 134,935 579,382

経常利益 (百万円) 10,597 12,980 4,699 3,910 22,788

四半期(当期)純利益 (百万円) 8,519 5,735 2,052 882 13,986

純資産額 (百万円) ― ― 273,220 276,513 277,253

総資産額 (百万円) ― ― 1,388,6191,398,8111,398,568

１株当たり純資産額 (円) ― ― 210.14 213.06 213.99

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 10.00 6.73 2.41 1.04 16.41

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 9.46 6.47 2.40 1.03 15.67

自己資本比率 (％) ― ― 12.90 12.98 13.04

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 37,145 39,697 ― ― 62,529

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △41,050 △50,391 ― ― △60,973

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,719 6,573 ― ― △735

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 23,383 21,151 25,271

従業員数 (名) ― ― 20,123 19,809 19,636

(注)  営業収益には、消費税等は含まれておりません。
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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、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれ

　ている事業の内容に重要な変更はありません。 

　　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

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22年９月30日現在

従業員数(名) 19,809　[7,518]

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は［　］内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

　　　 おります。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 4,647

(注) 従業員数は就業人員であり、出向者、休職者および組合専従者等1,618人を含んでおりません。 
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループのサービス、生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種のサービス、製品であって
も、その内容、形式等は必ずしも一様ではなく、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数
量で示すことはしておりません。 
そのため生産、受注及び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」における各セグメントの業績に関連付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ける、本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及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。

　

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決定又は締結等はありません。
　

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】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在（平成22年11月15日）において当社グループが
判断したものであります。
　

(1)経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策の効果もあり個人消費の一部に持ち
直しの動きがあり、設備投資や住宅建設にも下げ止まりが見られましたが、依然として失業率が高水準にあ
るなど、厳しい状況で推移いたしました。
このような情勢下にありまして、当社グループでは、安全はすべての事業の根幹であるとの認識のうえ、
成長基盤の確立に努めるとともに、「東京スカイツリー®」に関連したサービス・商品の提供をはじめ、各
事業において積極的な営業活動を展開してまいりました。
当第２四半期連結会計期間の営業収益は134,935百万円(前年同期比2.1％減）、営業利益は4,671百万円
（前年同期比16.3％減）、経常利益は3,910百万円（前年同期比16.8％減）、四半期純利益は882百万円（前
年同期比57.0％減）となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
　

（運輸事業）
鉄道業におきまして、当社では、安全を最優先にさらなるサービス向上に努め、より多くのお客様にご
利用いただけるよう、さまざまな取り組みを進めております。
営業面では、地域の自治体や観光協会等と協力して推進する「東武散策の旅キャンペーン」につきま
して、本年は「栃木」を重点販売エリアに位置づけ、総合観光インフォメーションセンター「ＴＩＣ東
京」（東京駅日本橋口徒歩１分）ほか、他社線を含む主要８駅において誘客キャラバンを実施しました。
引き続き、クーポンの販売およびハイキング等の誘客促進イベントを積極的に展開してまいります。ま
た、７月13日に伊勢崎線が全通100周年を迎えたことを記念して、記念乗車券の販売や主要駅におけるパ
ネルの展示等、各種イベントを開催するとともに、９月には、「伊勢崎線全通100周年記念ミステリートレ
イン」を運転し、伊勢崎線の積極的なＰＲ活動に努めました。さらに、栃木県内ゴルフ場や日帰りハイキ
ング・行楽地へのお出かけに便利な時間帯に臨時特急列車を運行するなど、新たな利用者の開拓に努め
ました。そのほか、現在建設中の「東京スカイツリー」に関連して、「スカイツリートレイン」として臨
時特急列車を運行したほか、記念乗車券やオリジナルポストカードを販売するなど、グループ施設との連
携をはかった増収策を推進してまいりました。
安全面では、お客様に安心かつ快適にご利用いただくため、安全対策に終わりはないことを常に念頭に
おき、安全性向上のための様々な施策を継続的に実施しております。具体的には、役員から従業員一人ひ
とりまで、安全を最優先する意識の高揚をはかるため、８月の「安全の日」の取り組みとして、外部講師
による安全に関する講演会を開催するとともに、現業における安全推進の取り組み事例の発表を行いま
した。また、踏切のさらなる保安度向上を目指して、踏切に異常がある場合に、踏切に設置された「押ボタ
ン」を操作すると自動列車停止装置と連動する工事を推進しているほか、駅の安全対策として「非常停
止ボタン」の新増設をはじめ、発車時にメロディや音声でお客様に列車のドアが閉まることをお知らせ
する「発車案内放送装置」等の設置を推進しております。さらに、国土交通省令の改正に合わせて、運転
士の異常時に列車を自動的に停止させる「運転士異常時列車停止装置」や運転状況を記録するための
「運転状況記録装置」等の設置を全列車対象に進めております。加えて、大規模地震等の自然災害におけ
る安全対策として、引き続き高架橋耐震補強工事や長大橋梁の改修工事を鋭意進めました。そのほか、昨
年度実施した「鉄道輸送の安全」の確保に関する取り組みや事故の発生状況等を広くご理解いただくた
め、「2010安全報告書」を作成しホームページで公表いたしました。

EDINET提出書類

東武鉄道株式会社(E04094)

四半期報告書

 4/34



　
バス業におきまして、東北急行バス㈱では、３月から高速バス「東京～岡山・倉敷線（ままかりライ
ナー）」の運行を開始したほか、東武バスイースト㈱では、７月から深夜急行バス「ミッドナイトアロー
柏」を「柏の葉キャンパス駅東口」および「我孫子駅北口」まで延伸するなど、各社においてニーズに
合わせた路線の設定をはかり、多くのお客様にご利用いただけるよう努めました。
以上の結果、運輸事業全体として、営業収益は52,972百万円、営業利益は4,490百万円となりました。
　
（レジャー事業）
遊園地・観光業におきまして、東武レジャー企画㈱では、「東武動物公園」においてプールエリアの一
部をリニューアルオープンしたほか、アニメキャラクターショーをはじめ多数のイベントを開催し誘客
に努めました。東武ワールドスクウェア㈱では、４月に、新たなミニチュア展示物「東京スカイツリーと
周辺複合開発」を展示したほか、展示物を活かした特撮ヒーローショーを開催し、多くのお客様にご来園
いただけるよう努めました。
旅行業におきまして、東武トラベル㈱では、「東京スカイツリー」を中心に観光地を巡るツアーを多数
開催し、増収に努めました。
ホテル業におきましては、「東武ホテルレバント東京」にて、建設中の「東京スカイツリー」の眺望を
目玉にした宿泊プラン等を設定したほか、墨田区総合体育館内に「スポーツバーオアシス634」を開店
し、また、各ホテルにおいて各種催事を開催し、増収に努めました。
タワー業におきまして、東武タワースカイツリー㈱では、自立式電波塔として世界一の高さとなる634
ｍに向けて、「東京スカイツリー」の建設を順調に進めております。なお、平成24年春の開業を目指し、10
月23日現在高さ497ｍに達しており、350ｍ付近には第一展望台の外観が現れております。
レジャー事業全体として、事業再編に伴うセグメント変更等により、営業収益は17,623百万円となりま
したが、遊園地・観光業の増収効果等により、営業利益は258百万円となりました。
　
（不動産事業）
不動産賃貸業におきまして、当社では、保有資産を有効活用し、安定的な収益確保および沿線価値向上
をはかるため、朝霞駅の南口に店舗を建設するとともに既存店舗をリニューアルし、「ＥＱＵＩＡ(エキ
ア)朝霞」としてオープンしたほか、各施設におきまして優良テナントへの入替を行い、駅および周辺施
設の充実と増収に努めました。
不動産分譲業におきまして、当社では、「リライズガーデン西新井」（足立区梅田）のマンション、ま
た、「ルティアス」（久喜市南栗橋）、「フランサ」（滑川町月の輪）の建売住宅、さらに滑川町月の輪
等において土地の販売をいたしました。なお、引き続き、「リライズガーデン西新井」（足立区梅田）、
「ブリリア有明スカイタワー」（江東区有明）等のマンション、久喜市南栗橋、滑川町月の輪等での建売
住宅の販売を予定しております。
業平橋押上地区街区開発業におきまして、当社では、「東京スカイツリー」の足元にふさわしい複合商
業施設を、平成24年春の開業に向け建設しており、あわせて商業施設のテナント誘致をはじめ、「タワー
のある街」づくりを鋭意進めております。
不動産事業全体として、マンション分譲が減少したこと等により、営業収益は10,661百万円、営業損失
は249百万円となりました。
　
（流通事業）
流通業におきまして、㈱東武百貨店では、池袋店の「ワールドウォッチフェア」をはじめ、各店にて物
産展等を開催し、多くのお客様にご来場いただけるよう努めました。また、池袋店において、６月より社員
がツアーアテンダントとなり、「美と健康」等のテーマに沿って無料で百貨店内および商品をご案内す
る「店内ミニツアー」を開始し、顧客の拡大に努めました。
そのほか、㈱東武カードビジネスでは、ＩＣカード乗車券ＰＡＳＭＯと東武カードが一体となった「東
武カードＰＡＳＭＯ」の入会キャンペーンを開催するなど、会員数の増加に努めました。
流通事業全体として、百貨店を中心に個人消費の持ち直しの動きが鈍く、売上の減少が続いていること
等により、営業収益は50,608百万円となりましたが、経費削減等に努めた結果、営業利益は125百万円とな
りました。
　
（その他事業）
建設業におきまして、東武建設㈱では、日光市においてホテルの増築および改修工事を完成させまし
た。また東武谷内田建設㈱では、江戸川区において配水管の布設替工事等を受注したほか、東武緑地㈱で
は、野田市においてゴルフコースの改修工事を受注するなど積極的な営業活動に努めました。
以上の結果、その他事業全体として、営業収益は16,156百万円、営業利益は174百万円となりました。
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(2)財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、売上債権の減少や時価下落による投資有価証券の減少等が
あったものの、建物及び構築物が増加したこと等により1,398,811百万円となり、前連結会計年度末と比
べ243百万円（前期比0.0％増）の増加となりました。
負債は、主に支払手形及び買掛金や設備投資関係等の未払金が減少したものの、借入金が増加したこと
等により1,122,298百万円となり前連結会計年度末と比べ983百万円（前期比0.1％増）の増加となりま
した。
純資産は、四半期純利益の計上があったものの、時価下落によるその他有価証券評価差額金の減少等に
より276,513百万円となり、前連結会計年度末と比べ740百万円（前期比0.3％減）の減少となりました。
　

(3)キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、第１四半期
連結会計期間末に比べ2,424百万円減少し21,151百万円となりました。
当第２四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は22,490百万円となり、主に仕入債
務に対する支払額が減少したこと等により、前第２四半期連結会計期間と比較して4,534百万円の資金
流入の増加となりました。
　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は12,671百万円となり、主に有価証
券及び投資有価証券の取得による支出が減少したこと等により、前第２四半期連結会計期間と比較し
て5,787百万円の資金流出の減少となりました。
　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は12,243百万円となり、主に短期借
入金が減少したこと等により、前第２四半期連結会計期間と比較して10,230百万円の資金流出の増加
となりました。

　

(4)事業上及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、当社グループの対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた
課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内
容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。
　

①　基本方針の内容

当社は、企業価値・株主共同の利益および当社の基幹事業である運輸業における輸送の安全を確保・向上
させるための取り組みを一層推進してまいりますが、近時、わが国の株式市場等においては、買付の対象とな
る会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつ
あります。
もとより、当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益および輸送の安全に資す

るものであれば、これを一概に否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益および輸送の安

全に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象
会社の取締役会や株主の皆様が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案
するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益および輸送の安全
に資さないものも少なくありません。
当社は信頼の確立、成長基盤の確立を基に継続的に企業価値・株主共同の利益を向上させていくために、

経営の根底にある「安全・安心」の提供や鉄道事業者としての公共的使命に関する基本的な考え方を、今後
も引き続き維持・推進していくことが不可欠であると考えます。
また、東武グループでは、沿線活性化のために「交通」、「街づくり（住宅・商業施設）」「観光・レ

ジャー」の領域で、グループ経営資源の活用と事業連携により、地域を活性化する施策を積極的に展開して
おります。さらに、成長基盤の確立を実現すべく、新タワー「東京スカイツリー」を核とした業平橋・押上プ
ロジェクトを推進するなど、沿線活性化をはかり一層の収益力の向上に努めていくことで、より強固な財務
基盤の構築を目指しております。
このような経営戦略が、当社株式の大量買付を行う者により短期的な利益のみを追求するような経営に変

わるようなことがあれば、当社の企業価値・株主共同の利益および輸送の安全は損なわれることになりま
す。

　

こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する不適切な買付により当社の企業価値・株主共同
の利益および輸送の安全が毀損されることを防止するためには、買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判
断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のた
めに買付者等と交渉を行うこと等を可能とするための体制を、平時において整えておくことが必要不可欠と
考えております。
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②　具体的な取り組み

(ⅰ)会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み
当社を中核とする東武グループは、信頼の確立と成長基盤の確立を基に事業活動を推進しております

が、この事業活動の根幹にあるものが「安全・安心」の提供であり、すべての事業における信頼の基礎で
ある「安全・安心」を提供し続けることが、東武グループ全体の企業価値・株主共同の利益の根幹をなす
ものと考えております。
当社は東武グループの中長期的な成長のため運輸事業を中心に、不動産、流通、レジャーの各セグメント

において収益拡大を継続できる経営基盤の強化に努めることで、引き続き企業価値・株主共同の利益の確
保・向上をはかってまいる所存であります。
　

(ⅱ)基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止す
るための取り組み
当社は、平成21年６月26日開催の定時株主総会において「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買

収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）の導入について決議しています。
本プランは、当社株券等の大量買付行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要

・十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値
・株主共同の利益および輸送の安全を確保・向上させることを目的としています。
本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者およびその共同保有者の株券等保有割合が

20％以上となる買付、または当社が発行者である株券等について、公開買付に係る株券等の株券等所有割
合およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付（以下「買付等」と総称し、
買付等を行おうとする者を「買付者等」といいます。）を対象とします。
当社の株券等について買付等が行われる場合、当該買付等に係る買付者等には、買付内容等の検討に必

要な情報および本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面の提出を求めます。そ
の後、経営陣から独立した者から構成される独立委員会が買付者等から提出された情報や、当社取締役会
が必要に応じて提出する買付者等の買付等の内容に対する意見およびその根拠資料、当該買付等に対する
代替案について、評価・検討するものとします。独立委員会は、必要に応じて、外部専門家等の助言を得た
うえ、買付内容の評価・検討、当社取締役会の提示した代替案等の検討、買付者等と協議・交渉、株主に対
する情報開示等を行います。
独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しなかった場合、または買付等の内容の検

討等の結果、買付者等による買付等が企業価値・株主共同の利益および輸送の安全に対する明白な侵害を
もたらす恐れのある買付等であるなど、本プランに定める要件のいずれかに該当し、新株予約権の無償割
当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対して、新株予約権の無償割当て
を実施すべき旨の勧告を行います。この新株予約権は、１円を下限とし当社株式１株の時価の２分の１の
金額を上限とする金額の範囲内で、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において定める金額を払い
込むことにより、原則として当社株式１株を取得することができるものですが、買付者等による権利行使
が認められないという行使条件が付されています。また、当社が買付者等以外の者から当社株式と引換え
に新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付されており、当社がかかる条項に基づく取得をす
る場合、新株予約権１個と引換えに、対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができるものと
します。当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限に尊重して新株予約権無償割当ての実施または
不実施等の決議をするものとします。当社取締役会は、上記決議を行った場合には速やかに、当該決議の概
要その他当社取締役会が適切と判断する事項について情報開示を行います。
本プランの有効期間は平成21年６月26日開催の定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、有効期間の満了前であっても、当社の株
主総会において本プランに係る本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定についての取締役会への
上記委任を撤回する旨の決議が行われた場合、または、当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議
が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
本プラン導入後であっても、新株予約権無償割当てが実施されていない場合、株主の皆様に直接具体的

な影響が生じることはありません。他方、新株予約権無償割当てが実施された場合、株主の皆様が新株予約
権行使の手続きを行わないとその保有する株式の価値は希釈化される場合があります（ただし、当社が当
社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、その保有する株式の希釈化は生じません。）。
　

(ⅲ)具体的取り組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
前記②(ⅰ)に記載した取り組みは、いずれも当社の企業価値・株主共同の利益および輸送の安全の確保

・向上に資する具体的方策として策定されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。
また、本プランは前記②(ⅱ)記載のとおり、企業価値・株主共同の利益および輸送の安全を確保・向上

させる目的をもって導入されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。特に、本プランは当社株主総
会において決議がなされ導入しているため、株主意思を重視するものであること、その内容として合理的
な客観的発動要件が設定されていること、独立性の高い社外監査役、社外有識者によって構成される独立
委員会を設置し、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を得ることが必要とされていること、
独立委員会は当社の費用で第三者専門家等の助言を得ることができるとされていること、本プランは有効
期間を約３年間と定め、有効期間の満了前であっても当社の株主総会または取締役会によりいつでも廃止
できるとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、合理性を有し、当社の企業価
値・株主共同の利益および輸送の安全に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とする
ものではありません。
　

(5)研究開発活動

該当事項はありません。
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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おいて、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当社において、前四半期連結会計期間末に計画中でありました「朝霞南口店舗建設工事」については、

平成22年７月に完了し供用を開始しております。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

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 2,000,000,000

計 2,000,000,000

　

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22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月15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 858,672,607858,672,607
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は1,000株

計 858,672,607858,672,607― ―

(注)　提出日現在発行数には、平成22年11月１日からこの四半期報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債にお

ける新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

①2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成18年５月23日取締役会決議・平成18年６月12日発行)

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権付社債の残高(百万円) 1,770(注)６

新株予約権の数(個) 177(注)６

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 3,051,724

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 580.0 (注)１、５

新株予約権の行使期間
　　　　　　　自　平成18年６月26日(注)２
　　　　　　　至　平成28年３月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

　　　　　　１株当たり発行価格 　580.0(注)３、５
　　　　　　１株当たり資本組入額　290

新株予約権の行使の条件 　各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
　本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付された
ものであり、本社債からの分離譲渡はできない。

代用払込みに関する事項
　各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するも
のとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)４
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(注) １　新株予約権１個の行使に際して払込みをなすべき額は、各社債の発行価額1,000万円と同額とします。

２　①当社による本新株予約権付社債の取得の場合は、当該取得日の５東京営業日前の日まで、②当社の選択によ

る本社債の繰上償還の場合は、償還日の５東京営業日前の日まで、③本新株予約権付社債権者の選択による本

社債の繰上償還がなされる場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、

④本社債の買入消却がなされる場合は、当社が本社債を消却した時または、当社の子会社が本社債を消却のた

め当社に交付した時まで、また⑤本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。上

記いずれの場合も、平成28年３月17日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することは

できず、また、当社の組織再編等を行うために必要な場合、それらの効力発生日から14日後以内の日に先立つ

30日以内の当社が指定する期間は、本新株予約権を行使することはできません。

３　(イ)平成21年１月30日(以下「標準修正日」という。)まで(当日を含む。)の15連続取引日の終値の平均値の0.1

円未満の端数を四捨五入した金額(以下、「標準修正時価」という。)が、標準修正日に有効な転換価額を

１円以上下回る場合には、転換価額は、平成21年２月10日(日本時間)以降、標準修正時価に下方修正され

ます。但し、上記計算の結果算出される金額が当初転換価額の80％に相当する金額の１円未満の端数を切

り上げた金額を下回る場合には、転換価額は、かかる金額に修正されます。

(ロ)平成27年４月１日以降(当日を含む。)の当社の選択する日(以下「特別修正日」という。)まで(当日を含

む。)の15連続取引日の終値の平均値の0.1円未満の端数を四捨五入した金額(以下「特別修正時価」とい

う。)の95％に相当する価額が、特別修正日に有効な転換価額を１円以上下回る場合には、当社は、転換価

額を特別修正時価の95％に下方修正することができます。かかる修正は、特別修正日(当日を含まない。)

から２営業日目の日に効力を生じ、修正通知に定められた終了日(特別修正効力発生日(当日を含まな

い。)から20取引日目以降の日とし、以下「特別修正終了日」という。)まで(当日を含む。)継続します。但

し、この計算の結果算出される金額が当初転換価額の80％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げ

た金額に相当する金額を下回る場合には、転換価額は、かかる金額に修正されます。転換価額は、特別修正

終了日の翌日から修正前の転換価額に復します。

(ハ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式

を発行しまたは、当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整されます。な

お、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総

数をいいます。

　 　 　 　
既発行株式数＋

発行または処分株式数×１株当たりの払込金額

調整後転換価額＝調整前転換価額× 時価

　 　 　 　 既発行株式数＋発行または処分株式数

また、転換価額は、当社普通株式の分割または併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通

株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合

その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。

４　(イ)当社が組織再編等を行う場合、(i)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用を考慮した結

果)法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、

かつ(ⅲ)その全体において当社が不合理であると判断する費用又は支出(租税負担を含みます。)を当社

又は承継会社等(以下に定義します。)に生じさせることなく実行可能であるときは、当社は、承継会社等

をして、本社債の債務者とするための本新株予約権付社債の要項に定める措置及び本新株予約権に代わ

る新たな新株予約権の交付をさせる最善の努力をしなければならない。「承継会社等」とは、組織再編等

における相手方であって本新株予約権付社債及び／又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会

社を総称していうものとします。

(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。

①　新株予約権の数

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債権者が保有する本新株予約

権の数と同一の数とします。

②　新株予約権の目的である株式の種類

承継会社等の普通株式とします。

③　新株予約権の目的である株式の数

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条

件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従います。なお、転換価額

は上記３(ハ)と同様な調整に服します。

(i) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使

した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普

通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受

領できるように、転換価額を定めます。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又

はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除

して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにします。
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(ⅱ)組織再編等(合併、株式交換又は株式移転を含む。)の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前

に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当

該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、

転換価額を定めます。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された社債を出資するものとし、当該社債の価額は、

本社債の払込金額と同額とします。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、本新株予約権の行使期間の満了

日までとします。

⑥　その他の新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はできないものとします。

⑦　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算

規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結

果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本

金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。

⑧　組織再編等が生じた場合

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様な取り扱いを行います。

⑨　その他

承継会社等の新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いませ

ん。承継会社等の新株予約権は社債と分離して譲渡できません。

(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承

継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債

の要項に従います。

(ニ)当社は、上記(イ)に定める事項が、(i)(法律の公的若しくは司法上の解釈又は適用を考慮した結果)法律

上可能でないか、(ⅱ)その実行のための仕組みが構築されておらず、かつ構築可能でないか、又は(ⅲ)そ

の全体において当社が不合理であると判断する費用若しくは支出(租税負担を含みます。)を当社若しく

は承継会社等に生じさせることなく実行できない場合、本新株予約権付社債権者に対し、その保有してい

た本新株予約権付社債と同等の経済的利益を提供する旨の申し出を行うか又は承継会社等をしてかかる

申し出を行わせるものとします。なお、その全体において当社が不合理であると判断する費用又は支出

(租税負担を含みます。)を当社又は承継会社等に生じさせず、(法律の公的又は司法上の解釈又は適用を

考慮した結果)法律上及び実務上可能である場合には、当社は、かかる経済的利益の一部として、上記(ロ)

に定める新株予約権を承継会社等に交付させる最善の努力をしなければならない。

５　上記３（イ）に定める転換価額の下方修正条項に該当したため、平成21年２月10日以降、転換価額を725円から

580.0円に修正しております。

６　平成21年３月31日において、本新株予約権付社債権者の請求により、本社債の一部を額面金額の100%で繰上償

還したため、当初発行価額の50,000百万円より変更となっております。

また、これに伴い、新株予約権の数も当初の5,000個より変更となっております。

７　本新株予約権付社債は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

８　本行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりです。

(イ)株価の下落により、割当株式数は増加する可能性があります。また資金調達額は減少しません。

(ロ)行使価額等の修正の基準・頻度

①　平成21年1月30日（以下「標準修正日」という。）まで（当日を含む。）の15連続取引日の終値の平均値

の0.1円未満の端数を四捨五入した金額（以下「標準修正時価」という。）が、標準修正日に有効な転

換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は平成21年2月10日（日本時間）以降、標準修正時価に下方

修正されます。但し、上記計算の結果算出される金額が当初転換価額の80％に相当する金額の1円未満

の端数を下回る場合、転換価額は、かかる金額に修正されます。なお上記に該当したため、平成21年2月

10日以降、転換価額を725円から580.0円に修正しております。
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②　平成27年4月1日以降（当日を含む。）の当社の選択する日（以下「特別修正日」という。）まで（当日

を含む。）の15連続取引日の終値の平均値の0.1円未満の端数を四捨五入した金額（以下「特別修正時

価」という。）の95％に相当する価額が、特別修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、当社

は転換価額を特別修正時価の95％に下方修正することができます。かかる修正は、特別修正日（当日は

含まない。）から2営業日目の日に効力を生じ、修正通知に定められた終了日（特別修正効力発生日

（当日を含まない。）から20取引日目以降の日とし、以下「特別修正終了日」という。）まで（当日を

含む。）継続します。但し、この計算の結果算出される金額が当初転換価額の80％に相当する金額の1円

未満の端数を切上げた金額に相当する金額を下回る場合には、転換価額は、かかる金額に修正されま

す。転換価額は、特別修正終了日の翌日から修正前の転換価額に復します。

(ハ)行使価額の下限は、当初転換価額の80％です。割当株式数の上限は3,051,724株です。

(ニ)当社の選択による本行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の全額の繰上償還及び全部の取得は可能

です。

９　本行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について、本行使価額修正

条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取り決めはありません。

10　当社の株式の売買に関する事項について、本行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取り

決めはありません。

　

②2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）(平成20年９月25日取締役会決議・

　　平成20年10月14日発行)

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権付社債の残高（百万円） 80,000

新株予約権の数（個） 800

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） （注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２

新株予約権の行使期間
自　平成20年10月23日
至　平成26年１月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

（注）３

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 （注）６

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

（注）１．新株予約権の目的となる株式の数

　本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転する当社普

通株式の数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額を別記「新株予約権の行使時の払込金

額」欄記載の転換価額で除した数（以下「交付株式数」という。）とします。但し、１株未満の端数は切り捨て、

現金による調整は行いません。本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、会社法に定める単元

未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算します。

２．新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権が付された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額

は、本社債の額面金額と同額とします。 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資をなすべき１株当たりの額（以下「転換価額」という。）は、当初、787　円

とします。 
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(3) 転換価額は、本新株予約権付社債発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額により、新たに当社普

通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、次の算式により調整されます。なお、次の

算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式（但し、当社の保有する当社普通株式を除く。）の

総数をいいます。

　

　
既発行株式数 ＋

新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 

調整後転換価額＝調整前転換価額 × 
時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

　
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の

発行又は移転を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行、当社による一定

限度を超える当社株主への配当の支払い、その他の転換価額の調整が必要となる一定の場合にも、上記に準じ

て、実質的に転換に係る条件が維持される価額に調整されます。但し、当社のストック・オプション・プラン、

インセンティブ・プランの場合には調整は行われません。

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る本社債の

額面金額の総額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である交付株式

数で除して得られる金額とします。

(2) 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する

資本金の額を減じた額とします。 

４．新株予約権の行使の条件 

　　各本新株予約権の一部行使はできないものとします。 

５．新株予約権の譲渡に関する事項 

本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定めにより、本社債と本新株予約権のうち

一方のみを譲渡することはできません。 

６．代用払込みに関する事項 

本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債の全部を出資するものとし、当該本社債の価

額は、その額面金額と同額とします。 

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　 2016年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

　
第１四半期会計期間

(平成22年４月１日から
平成22年６月30日まで)

第２四半期会計期間
(平成22年７月１日から
平成22年９月30日まで)

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条
項付新株予約権付社債券等の数（個）

─ ─

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） ─ ─

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等
（円）

─ ─

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（百万
円）

─ ─

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行
使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個）

─ ─

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株）

─ ─

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等
（円）

─ ─

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項
付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額（百万
円）

─ ─

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。
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(5) 【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22年７月１日～
平成22年９月30日

― 858,672,607― 66,166― 16,541

　

(6) 【大株主の状況】

　平成22年９月30日現在　

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町２－２－２
39,181 4.56

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２－11－３
29,263 3.40

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６
24,920 2.90

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１－８－11
20,168 2.34

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１
17,523 2.04

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３
13,266 1.54

株式会社埼玉りそな銀行 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－４－１
12,708 1.48

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５
10,000 1.16

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝３－33－１
9,398 1.09

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿１－25－１
9,177 1.06

計 ―
185,606 21.61
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22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　6,634,000
　(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
　　　　　846,379,000

846,379 ─

単元未満株式
　普通株式
　　　　　　5,639,607

― ─

発行済株式総数 　　　　　858,672,607 ― ―

総株主の議決権 ― 846,379 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、野田開発興業株式会社所有の相互保有株式　399株、当社所有の自己株式847

株および証券保管振替機構名義の株式860株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成22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)
東武鉄道株式会社

東京都墨田区押上１－１－２ 6,634,000 ― 6,634,0000.77

(相互保有株式)
野田開発興業株式会社

千葉県野田市宮崎101－８ 20,000 ― 20,000 0.00

計 ― 6,654,000 ― 6,654,0000.77

　

　

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22年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 530 498 504 511 509 506

最低(円) 491 464 462 471 473 476

(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。
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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の役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

　　　該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

　　　該当事項はありません。

　

(3) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
（資産管理部長）

取締役 
（賃貸事業統括本部副本部長）

三宅　　茂 平成22年７月１日

取締役
（鉄道事業本部長）

取締役
（鉄道事業本部長兼
計画管理部長）

牧野　　修 平成22年７月１日

取締役
（広報部長）

取締役 大垣　雅則 平成22年７月１日

代表取締役
専務取締役

代表取締役
専務取締役

（総務部長兼調査室長）
竹田　全吾 平成22年10月１日
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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21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第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)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22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)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21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第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については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第２四半期連

結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月

１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により

四半期レビューを受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年

７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。
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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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 21,695 25,558

受取手形及び売掛金 37,593 40,942

分譲土地建物 53,455 55,763

その他 35,793 37,404

貸倒引当金 △976 △993

流動資産合計 147,562 158,675

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 484,675 472,301

土地 493,459 493,328

その他（純額） 142,486 133,474

有形固定資産合計 ※１, ※３
 1,120,621

※１, ※３
 1,099,105

無形固定資産 19,884 20,503

投資その他の資産

投資有価証券 ※６
 54,064

※６
 62,567

その他 58,623 59,470

貸倒引当金 △2,889 △2,842

投資その他の資産合計 109,798 119,196

固定資産合計 1,250,303 1,238,805

繰延資産 945 1,087

資産合計 1,398,811 1,398,568
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 24,661 31,346

短期借入金 ※４, ※５
 86,698

※４, ※５
 58,938

1年内返済予定の長期借入金 ※４
 71,423

※４
 74,518

1年内償還予定の社債 ※４
 19,000

※４
 28,900

引当金 8,695 5,554

その他 120,442 125,568

流動負債合計 330,921 324,826

固定負債

社債 ※４
 125,020

※４
 113,220

長期借入金 ※４
 445,364

※４
 454,996

退職給付引当金 32,134 32,012

その他の引当金 1,343 1,399

その他 171,236 176,774

固定負債合計 775,099 778,403

特別法上の準備金

特定都市鉄道整備準備金 16,277 18,085

特別法上の準備金合計 16,277 18,085

負債合計 1,122,298 1,121,315

純資産の部

株主資本

資本金 66,166 66,166

資本剰余金 34,437 34,437

利益剰余金 52,194 48,430

自己株式 △3,287 △3,221

株主資本合計 149,510 145,812

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,090 6,457

土地再評価差額金 29,930 30,089

評価・換算差額等合計 32,021 36,546

少数株主持分 94,981 94,894

純資産合計 276,513 277,253

負債純資産合計 1,398,811 1,398,568
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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21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

営業収益 282,970 276,728

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 207,128 201,546

販売費及び一般管理費 ※１
 62,215

※１
 59,996

営業費合計 269,344 261,542

営業利益 13,626 15,185

営業外収益

受取配当金 2,867 3,083

保険配当金 620 575

補助金収入 578

その他 1,473 1,165

営業外収益合計 4,961 5,403

営業外費用

支払利息 7,146 6,529

その他 843 1,079

営業外費用合計 7,989 7,608

経常利益 10,597 12,980

特別利益

特定都市鉄道整備準備金取崩額 1,808 1,808

債務免除益 2,643 －

その他 1,955 765

特別利益合計 6,407 2,574

特別損失

固定資産除却損 834 1,097

固定資産圧縮損 369

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,265

その他 1,304 1,248

特別損失合計 2,508 3,611

税金等調整前四半期純利益 14,496 11,943

法人税、住民税及び事業税 2,617 8,325

法人税等調整額 2,442 △3,015

法人税等合計 5,060 5,309

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,633

少数株主利益 916 898

四半期純利益 8,519 5,735
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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21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

営業収益 137,844 134,935

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 101,410 100,172

販売費及び一般管理費 ※１
 30,851

※１
 30,091

営業費合計 132,261 130,263

営業利益 5,582 4,671

営業外収益

受取配当金 2,483 2,510

その他 593 574

営業外収益合計 3,076 3,085

営業外費用

支払利息 3,473 3,230

その他 485 616

営業外費用合計 3,959 3,847

経常利益 4,699 3,910

特別利益

特定都市鉄道整備準備金取崩額 904 904

その他 374 490

特別利益合計 1,278 1,395

特別損失

固定資産除却損 546 739

貸倒引当金繰入額 490 －

その他 562 965

特別損失合計 1,599 1,705

税金等調整前四半期純利益 4,379 3,600

法人税、住民税及び事業税 787 3,325

法人税等調整額 1,146 △976

法人税等合計 1,934 2,349

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,250

少数株主利益 392 368

四半期純利益 2,052 882
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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21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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 14,496 11,943

減価償却費 26,091 26,265

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） △1,808 △1,808

受取利息及び受取配当金 △2,941 △3,147

支払利息 7,146 6,529

売上債権の増減額（△は増加） 3,889 3,348

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,046 964

仕入債務の増減額（△は減少） △6,999 △6,685

その他 △3,473 8,156

小計 42,446 45,567

利息及び配当金の受取額 2,940 3,146

利息の支払額 △7,502 △6,640

法人税等の支払額 △739 △2,375

営業活動によるキャッシュ・フロー 37,145 39,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △6,110 △107

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 315 194

有形及び無形固定資産の取得による支出 △40,872 △55,412

有形及び無形固定資産の売却による収入 176 212

工事負担金等受入による収入 1,910 2,056

その他 3,529 2,666

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,050 △50,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 45,479 27,759

長期借入れによる収入 24,169 22,840

長期借入金の返済による支出 △56,672 △35,566

社債の発行による収入 19,700 11,800

社債の償還による支出 △29,250 △9,900

自己株式の純増減額（△は増加） △95 △65

配当金の支払額 △2,129 △2,126

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 △4,102 △3,773

少数株主からの払込みによる収入 7,000 －

その他 △1,379 △4,394

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,719 6,573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,186 △4,120

現金及び現金同等物の期首残高 24,882 25,271

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△313 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 23,383

※１
 21,151
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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22年４月１日　至　平成22年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更

当第２四半期連結会計期間より、新たに設立した東武タウンソラマチ㈱を連結の範囲に含めております。

なお、変更後の連結子会社の数は95社であります。 

２．会計処理基準に関する事項の変更

(1)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用

しております。

この結果、従来の方法と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は78百万円それぞれ増加し、

税金等調整前四半期純利益は1,186百万円減少しております。

(2)「企業結合に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基

準』の一部改正」（企業会計基準第23号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号　平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年12月26日）、「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）を

適用しております。

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

前第２四半期連結累計期間におきまして、営業外収益の「その他」に含めていた「補助金収入」は、重要性が増

したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第２四半期連結累計期間の営

業外収益の「その他」に含まれる「補助金収入」は358百万円であります。

前第２四半期連結累計期間におきまして区分掲記しておりました特別損失の「固定資産圧縮損」は、特別損失総

額の100分の20を下回ったため、当第２四半期連結累計期間では特別損失の「その他」に含めております。なお、当

第２四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「固定資産圧縮損」は172百万円であります。

　
当第２四半期連結会計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

１．棚卸資産の評価方法

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。

２．固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

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２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

１．有形固定資産の減価償却累計額　 　846,256百万円１．有形固定資産の減価償却累計額　　 829,284百万円

２．偶発債務
　連結会社以外の会社等の銀行借入金等に対し債務保

証を行っております。
埼玉県住宅供給公社 3,027百万円

押上・業平橋駅周辺土地区画整理組合 1,175百万円

渡良瀬遊水地アクリメーション振興財
団

1,152百万円

宅地ローン 1,045百万円

その他 7百万円

計 6,409百万円

２．偶発債務
　連結会社以外の会社等の銀行借入金等に対し債務保

証を行っております。
埼玉県住宅供給公社 3,115百万円

押上・業平橋駅周辺土地区画整理組合 2,037百万円

宅地ローン 1,214百万円

渡良瀬遊水地アクリメーション振興財
団

1,169百万円

その他 32百万円

計 7,570百万円

３．事業用固定資産の取得価額から控除した工事負担金

等

　 218,350百万円

３．事業用固定資産の取得価額から控除した工事負担金

等

　 218,204百万円

４．純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項
　当社における借入金のうち274,933百万円について

は、各年度の決算期における連結または連結及び単体

の貸借対照表における純資産または旧資本の部の金額

を前年同期比75％以上に維持することを確約しており

ます。

　あわせて、上記借入金274,933百万円のうち27,610百

万円については、各年度の決算期における連結及び単

体の損益計算書に示される当期純損益が２期連続して

損失とならないようにすることを確約しております。

　また、当社が発行している社債のうち30,000百万円に

ついては、各年度の決算期における単体の損益計算書

に示される経常損益が２期連続して損失となった場

合、当該債務について期限の利益を喪失することもあ

ります。

４．純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項
　当社における借入金のうち238,607百万円について

は、各年度の決算期における連結または連結及び単体

の貸借対照表における純資産または旧資本の部の金額

を前年同期比75％以上に維持することを確約しており

ます。

　あわせて、上記借入金238,607百万円のうち30,085百

万円については、各年度の決算期における連結及び単

体の損益計算書に示される当期純損益が２期連続して

損失とならないようにすることを確約しております。

　また、当社が発行している社債のうち30,000百万円に

ついては、各年度の決算期における単体の損益計算書

に示される経常損益が２期連続して損失となった場

合、当該債務について期限の利益を喪失することもあ

ります。
５．貸出コミットメント
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行７行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。なお、当第２四半期連結会計期間末における貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりで

あります。

貸出コミットメントの総額 100,000百万円

借入実行残高 45,000百万円

差引額 55,000百万円

５．貸出コミットメント
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行７行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。なお、当連結会計年度末における貸出コミットメン

トに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 100,000百万円

借入実行残高 17,000百万円

差引額 83,000百万円

６．投資有価証券のうち、18,660百万円については有価

証券消費貸借契約により貸付を行っております。

６．投資有価証券のうち、25,666百万円については有価

証券消費貸借契約により貸付を行っております。
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(四半期連結損益計算書関係)

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21年４月１日 
  至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

１．販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりで

あります。

人件費 25,501百万円

経費 24,790百万円

賞与引当金繰入額 1,883百万円

退職給付費用 1,571百万円

１．販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりで

あります。

人件費 24,383百万円

経費 23,917百万円

賞与引当金繰入額 1,640百万円

退職給付費用 1,445百万円

 

　

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21年７月１日 
  至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１．販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりで

あります。

人件費 13,126百万円

経費 11,797百万円

賞与引当金繰入額 646百万円

退職給付費用 819百万円

１．販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりで

あります。

人件費 12,509百万円

経費 11,693百万円

賞与引当金繰入額 593百万円

退職給付費用 696百万円

 

　

(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21年４月１日 
  至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22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

（平成21年９月30日現在）

現金及び預金勘定 23,701百万円

有価証券勘定 591百万円

　　　計 24,293百万円

預入期間が３箇月を超える定期預

金
△318百万円

償還期間が３箇月を超える債券等 △591百万円

現金及び現金同等物 23,383百万円

 

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

（平成22年９月30日現在）

現金及び預金勘定 21,695百万円

有価証券勘定 999百万円

　　　計 22,695百万円

預入期間が３箇月を超える定期預

金
△544百万円

償還期間が３箇月を超える債券等 △999百万円

現金及び現金同等物 21,151百万円
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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22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日 

至  平成22年９月30日)

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 858,672,607

　

　

２．自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 6,634,847

　

　

３．新株予約権の四半期連結会計期間末残高

    該当事項はありません。

　

４．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)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 2,130 2.5平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

　

(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

計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年10月29日
取締役会

普通株式 2,130 2.5平成22年９月30日 平成22年12月６日 利益剰余金

　

　

５．株主資本の著しい変動に関する事項

当第２四半期連結累計期間における剰余金の配当に関しては、「４．配当に関する事項」に記載のと

おりであります。なお、この他に該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【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21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　
運輸事業
(百万円)

レジャー
事業
(百万円)

不動産事業
（百万円）

流通事業
（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)

営業収益及び
営業損益

　 　 　 　 　 　 　 　

営業収益 　 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対
　　する営業収益

52,12118,2818,30651,8007,335137,844 ― 137,844

(2) セグメント間
　　の内部営業収
　　益又は振替高

777 1,458 4,189 575 8,49015,490(15,490) ―

計 52,89819,73912,49552,37515,825153,334(15,490)137,844

営業損益 5,224 △12 334 △222 527 5,851 (268) 5,582

　
(注)１．事業区分の方法

日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分しており

ます。

２．各事業区分の主な事業内容

運輸事業・・・・・鉄道、バス、タクシー等の営業を行っております。

レジャー事業・・・遊園地、ホテル、飲食業等を行っております。

不動産事業・・・・土地及び建物の賃貸・分譲を行っております。

流通事業・・・・・駅売店、百貨店業等を行っております。

その他事業・・・・建設コンサルタント、電気工事、生コン製造販売等を行っております。

　

前第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)

　
運輸事業
(百万円)

レジャー
事業
(百万円)

不動産事業
（百万円）

流通事業
（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)

営業収益及び
営業損益

　 　 　 　 　 　 　 　

営業収益 　 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客に対
　　する営業収益

104,01236,10415,735104,58622,531282,970 ― 282,970

(2) セグメント間
　　の内部営業収
　　益又は振替高

1,548 2,870 8,371 1,04015,11428,946(28,946) ―

計 105,56138,97524,106105,62737,646311,917(28,946)282,970

営業損益 11,141△263 1,588 △261 1,85414,059(433)13,626

　
(注)１．事業区分の方法

日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分しており

ます。

２．各事業区分の主な事業内容

運輸事業・・・・・鉄道、バス、タクシー等の営業を行っております。

レジャー事業・・・遊園地、ホテル、飲食業等を行っております。

不動産事業・・・・土地及び建物の賃貸・分譲を行っております。

流通事業・・・・・駅売店、百貨店業等を行っております。

その他事業・・・・建設コンサルタント、電気工事、生コン製造販売等を行っております。
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【所在地別セグメント情報】

前第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)及び前第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)

全セグメントの営業収益の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。
　

【海外売上高】

前第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)及び前第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)

海外売上高はないため記載しておりません。
　

【セグメント情報】

（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　
平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第20号　平成20年３月21日）を適用しております。
　

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経
営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、経営の多角化が進んでおり、交通産業、レジャー産業、住宅産業、流通産業等の分野において、各
事業に従事するグループ会社とともに、それぞれ事業活動を展開しております。
したがって、当社は事業区分を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「運輸
事業」、「レジャー事業」、「不動産事業」、「流通事業」及び「その他事業」の５つを報告セグメント
としております。
「運輸事業」は、鉄道、バス、タクシー等の営業を行っております。「レジャー事業」は、遊園地、ホテ
ル、飲食業、タワー業等を行っております。「不動産事業」は、土地及び建物の賃貸・分譲を行っておりま
す。「流通事業」は、駅売店、百貨店業等を行っております。また、「その他事業」は、建設業、電気工事、生
コン製造販売等を行っております。

　

２．報告セグメントごとの営業収益及びセグメント利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

（単位：百万円）

　
報告セグメント

調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

運輸事業
レジャー
事業

不動産事業 流通事業 その他事業 計

営業収益 　 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客への
営業収益

103,68433,65012,735101,89424,762276,728 ― 276,728

(2) セグメント間
　　の内部営業収
　　益又は振替高

1,557 1,125 8,390 1,03311,37723,484△23,484 ―

計 105,24134,77621,126102,92836,140300,213△23,484276,728

セグメント利益
又は損失(△)

11,880 176 1,259 571 1,41315,301△115 15,185

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

（単位：百万円）

　
報告セグメント

調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

運輸事業
レジャー
事業

不動産事業 流通事業 その他事業 計

営業収益 　 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客への
営業収益

52,18717,0186,45050,0349,243134,935 ― 134,935

(2) セグメント間
　　の内部営業収
　　益又は振替高

785 604 4,210 573 6,91213,086△13,086 ―

計 52,97217,62310,66150,60816,156148,022△13,086134,935

セグメント利益
又は損失(△)

4,490 258 △249 125 174 4,799 △127 4,671

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
　

(賃貸等不動産関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

賃貸等不動産において、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

四半期連結会計期間末の時価　　　　 81,581百万円

四半期連結貸借対照表計上額　　　　 80,532百万円
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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22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

213.06円 213.99円

　
(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 276,513 277,253

純資産の部の合計額から控除する金
額(百万円)

94,981 94,894

（うち少数株主持分） (94,981) (94,894)

普通株式に係る四半期連結会計期間末
（連結会計年度末）の純資産額(百万円)

181,531 182,359

１株当たり純資産額の算定に用いられた
四半期連結会計期間末（連結会計年度
末）の普通株式の数(千株)

852,037 852,170

　

２. １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

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21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 10.00円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 9.46円
　

１株当たり四半期純利益金額 6.73円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 6.47円
　

　
(注)　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、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21年４月１日 
  至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
  至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 　 　

　四半期純利益(百万円) 8,519 5,735

　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) 8,519 5,735

　普通株式の期中平均株式数(千株) 852,361 852,114

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

　四半期純利益調整額(百万円) 533 451

（うち少数株主利益） (533) (451)

　普通株式増加数(千株) 104,703 104,703

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

─ ─
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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21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 2.41円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 2.40円
　

１株当たり四半期純利益金額 1.04円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 1.03円
　

　

(注)　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、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21年７月１日 
  至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日 
  至　平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 　 　

　四半期純利益(百万円) 2,052 882

　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) 2,052 882

　普通株式の期中平均株式数(千株) 852,312 852,076

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

　四半期純利益調整額(百万円) ─ ─

　普通株式増加数(千株) 3,051 3,051

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

平成20年10月14日発行の
2014年満期ユーロ円建転換
社債型新株予約権付社債
（劣後特約付）
（券面総額80,000百万円）
これらの詳細については、
第４　提出会社の状況　１
「株式等の情報」(2)「新
株予約権等の状況」に記載
のとおりであります。

平成20年10月14日発行の
2014年満期ユーロ円建転換
社債型新株予約権付社債
（劣後特約付）
（券面総額80,000百万円）
これらの詳細については、
第４　提出会社の状況　１
「株式等の情報」(2)「新
株予約権等の状況」に記載
のとおりであります。

　
　

２ 【その他】

第191期(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)中間配当については、平成22年10月29日開催の取
締役会において、平成22年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配
当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 2,130百万円

②　１株当たりの金額 2円50銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成22年12月６日

　

　

EDINET提出書類

東武鉄道株式会社(E04094)

四半期報告書

31/34



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21年11月13日

東武鉄道株式会社

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　　酒井　弘行　　　　　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　若原　文安　　　　　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　安藤　 見　　　　　　 印

　
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武

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、東武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、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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月15日

東武鉄道株式会社

取締役会  御中

　

有限責任　あずさ監査法人

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    酒井　弘行    　　　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    高村　 守　　　　　   印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    安藤　 見　　　　　   印

　
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武

鉄道株式会社の平成22年４月１日から平成23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22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22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、東武鉄道株式会社及び連結子会社の平成22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。

　
追記情報

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に記載されているとおり、会社は第１四

半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用

しているため、当該会計基準により四半期連結財務諸表を作成している。

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

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、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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