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（千円未満切捨て）  

１．平成 27 年３月期（平成 26 年４月 1日～平成 27 年３月 31 日）の連結業績 

 

２．平成 27 年３月期（平成 26 年４月 1日～平成 27 年３月 31 日）の個別業績 

 

３．平成 28 年３月期（平成 27 年４月 1日～平成 28 年３月 31 日）の連結業績予想 

 
４．経営成績 
（１）連結業績の概要 

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による各種経済政策の継続や日銀による追加金融緩
和を背景に、企業収益や雇用環境に改善傾向が見られ、株価も上昇し、景気は緩やかな回復基調で
推移いたしました。しかしながら、消費増税に加えて円安に起因した原材料価格の高騰、電気料金
の値上げ、さらには物価高の進行などにより、個人消費の回復が遅れていることや、景気上昇機運
が都市部と地方で格差があること、新興国経済の減速など、国内景気を下押しするリスクが存在し
ていることから、先行きは依然として不透明感の残る状況にあります。 

このような経済情勢のなか、当社グループの事業エリアである伊豆・箱根地区においては、日本
国内における人口減少や少子高齢化の影響を受け、一部の事業においては厳しい事業環境が続きま
した。一方、2014 年に日本を訪れた外国人旅行者数が過去最高を記録するなど、一大観光地“伊豆・
箱根”を事業エリアに持つ当社グループにとっては、大きなビジネスチャンスも到来いたしました。
“厳しい事業環境”と“ビジネスチャンス”の両面を持ち合わせている状況のなか、各事業におい
て、スピード感を持った各種営業施策や今後の事業環境を見据えた戦略的な投資を実施したほか、
地元自治体や観光協会、企業との連携を今まで以上に強化し、地域への誘客・ＰＲ活動を積極的に
実施いたしました。 

しかしながら、夏季の観光トップシーズンにおいて例年にない悪天候が続いたことから、観光部
門を中心に利用者の大幅な減少があったほか、不動産賃貸事業においては大口テナント撤退の影響
を受けました。 

なお、当社は４月１日に、介護サービス事業に新規参入いたしました。 

（単位：千円） 

 当 期 前 期 増 減 額 増 減 率 

営 業 収 益 11,996,350 12,008,367 △12,016 △0.1 

営 業 利 益 △60,830 181,257 △242,088 － 

経 常 利 益 △150,270 151,563 △301,833 － 

当 期 純 利 益 △857,261 153,053 △1,010,314 － 

（単位：千円） 

 当 期 前 期 増 減 額 増 減 率 

営 業 収 益 6,460,743 6,371,005 89,738 1.4 

営 業 利 益 △88,184 182,833 △271,017 － 

経 常 利 益 △43,782 137,221 △181,003  － 

当 期 純 利 益 △745,512 169,418 △914,930 － 

（単位：千円） 

  

営 業 収 益 

 

営 業 利 益 

 

経 常 利 益 

親会社株主に 

帰属する 

当期純利益 

通 期 12,500,000 110,000 60,000 10,000 



－ 2 － 

この結果、当連結会計年度の業績は、営業収益は 119 億 96,350 千円（前期比 0.1％減）、営業損
失は 60,830 千円（前期営業利益１億 81,257 千円）、経常損失は１億 50,270 千円（前期経常利益１
億 51,563 千円）、当期純損失は保有資産の減損損失を計上したため８億 57,261 千円（前期当期純
利益１億 53,053 千円）となりました。 

 
（２）セグメント別の業績 

（イ）鉄道事業 
鉄道事業は、消費増税前の定期券や回数券の駆け込み需要の反動に加え、特に駿豆線においては、

沿線地域の基幹道路の整備による鉄道利用者の減少などから、定期・定期外収入ともに売上高は伸
び悩み、非常に厳しい状況で推移いたしました。このような状況のなか、鉄道利用の促進や当社沿
線の魅力を発信すべく、沿線地域の観光資源を活用したウォーキングイベントの実施や、地元企業
と連携した企画列車の運行など、各種営業施策を実施し、誘客に努めてまいりました。また、駿豆
線においては、昨年放送された民放テレビドラマの舞台が駿豆線及びその沿線市町となったことか
ら、全国の多くの方に沿線の魅力が発信され、ドラマの中で“伊豆箱根鉄道”や“いずっぱこ”の
愛称が使用されたことや、電車内に設置している“ハートのつり革”がとりあげられるなど注目度
が高まりました。さらに、人気アニメとのコラボレーションによる企画乗車券を発売し、収益向上
に努めてまいりました。大雄山線においては、神奈川県南足柄市と連携して、大雄山駅の発車メロ
ディーに童謡「金太郎」を導入し、地域の話題創出と知名度向上に貢献いたしました。なお、施設
面では、2012 年４月から地元の伊豆市が中心となり進めてきた修善寺駅周辺整備事業における駅舎
部分が、８月に竣工いたしました。 

この結果、鉄道事業の営業収益は 26 億 46,633 千円（前期比 2.3％減）、営業利益は 54,499 千円
（前期比 42.0％減）となりました。 

    
（ロ）バス事業 

バス事業は、乗合バス部門においては、４月の消費増税に伴う運賃値上げにより、バス利用者の
逸走が懸念されましたが、神奈川県内路線では、小田原箱根線及び小田原市内線の沿線地域におい
て、他社観光施設の特別イベントの実施や新たな公共施設の開設、さらには箱根地区に訪れる外国
人旅行者が増加したことから、売上高は好調に推移いたしました。なお、箱根線においては、増加
する訪日外国人旅行者の利便性向上と、さらなる需要の喚起を図るため、無料インターネット接続
設備「Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ」を８両の車両に設置いたしました。一方、静岡県内路線では、バス
利用者の減少傾向が進むなか、新規路線として三島駅北口から伊豆長岡温泉までの特急バスの運行
を開始したほか、企画乗車券「熱海満喫乗車券」の投入など、積極的な営業施策を展開し、バス利
用の促進に努めた結果、売上高は概ね順調に推移し、乗合バス部門全体で前期を上回ることができ
ました。貸切バス部門においては、８月の受注分より運用が始まった“貸切バス新運賃制度”が、
実質的な値上げに繋がったことから、年間を通じて稼働台数は減少いたしましたが、年度当初から
車両の減車を実施し効率的な車両運用に努めた結果、車両１台あたりの稼働率と売上高が前期を上
回りました。その結果、貸切バス部門においても売上高は前期を上回ることができました。このよ
うな状況のなか、西武グループのメリットを活かし、12 月から西武バス株式会社と共同で小田原か
ら苗場を結ぶ高速バス「苗場ホワイトスノーシャトル」の運行を開始し、バス事業閑散期の収益向
上に努めてまいりました。 

この結果、バス事業の営業収益は 26 億 29,516 千円（前期比 1.7％増）、営業利益は 25,507 千円
（前期営業損失 6,575 千円）となりました。 

 
（ハ）タクシー事業 

タクシー事業は、慢性的に乗務員不足が生じているなど厳しい事業環境が続き、収益力が年々低
下しておりますが、神奈川県西部地区においては、秋の行楽シーズン以降、箱根地区を中心に国内
旅行者及び訪日外国人旅行者のタクシー利用が堅調に推移したほか、旅行代理店からの送客も大幅
に増加し売上高は好調に推移いたしました。しかしながら、夏季の観光トップシーズンにおいて例
年にない悪天候に見舞われたほか、年末の繁忙期におけるタクシー利用の減少が顕著で、売上高は
前期を下回りました。一方、静岡県東部地区においては、観光入込客数が増加している熱海地区で、
タクシー利用が好調に推移したほか、昨年に同地区から競合他社が撤退したことも相まって、売上
高を大きく押し上げましたが、沼津・三島地区において夜間のタクシー利用の減少に歯止めが掛か
らず、売上高は振るいませんでした。このような状況のなか、お客さまの利便性向上及び事業運営
の効率化を目的に、沼津地区・三島地区・伊豆長岡地区それぞれに設置していた配車センターを統
合し、10 月に沼津・三島交通圏(伊豆長岡地区を含む)を一括管理する「静岡東部地区無線共同配車
センター」を三島市松本に設置・開設いたしました。 

この結果、タクシー事業の営業収益は 30 億 96,857 千円（前期比 4.8％減）、営業損失は 4,230 千
円（前期営業利益 3,807 千円）となりました。 

 
（ニ）レジャー・不動産事業 

鋼索鉄道・索道事業は、十国鋼索線（箱根 十国峠ケーブルカー）において、十国峠山頂から見
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える“絶景富士山”や“相模湾・伊豆大島などの眺望”を多くのお客さまに楽しんでいただきたい
という思いから、“熱海のてっぺん”と題し、観光入込客数が増加している熱海地区へのセールス
を強化してまいりました。また、ペット同伴のお客さま利用を促進すべく、４月に「小型犬専用ド
ッグラン」を十国峠山頂にオープンしたほか、２月には「ケーブルワンちゃんスペシャル７Ｄａｙ’
ｓ」を開催するなどし、誘客に努めた結果、売上高・輸送人員ともに、前期を上回ることができま
した。駒ヶ岳索道線（箱根 駒ヶ岳ロープウェー）においては、箱根地区への訪日外国人旅行者が
堅調に推移しているなか、株式会社プリンスホテルとの共同企画セット券「箱根アクティブパス（箱
根園 水族館・箱根 芦ノ湖遊覧船・箱根 駒ヶ岳ロープウェーのお得なセット券）」を投入したほか、
駒ヶ岳山頂から日の入りを鑑賞できる「サンセット運行」を臨時便で実施するなど、需要の喚起に
努めてまいりましたが、夏季をはじめとした繁忙期に例年にない悪天候に見舞われ、売上高・乗車
人員ともに前期を下回りました。 

自動車道事業は、湯河原パークウェイにおいて、12 月に開業 50 周年を迎え、記念イベントとし
て交通安全を祈願した「願いのリングキーホルダー」を料金所で配布し、利用促進に努めた結果、
売上高は前期を上回ることができました。 

船舶事業は、箱根航路において、訪日外国人旅行者の利用が好調だった一方、個人のお客さま及
び一般団体旅客の利用が低迷いたしました。このような状況のなか「夏休み 親子で乗船！箱根 芦
ノ湖遊覧船・小学生船員体験ツアー」の実施や芦ノ湖畔のイベントに合わせた臨時便の運航など、
増収に努めてまいりましたが、夏季の繁忙期や各種イベントの開催時に悪天候に見舞われ、売上
高・乗船人員とも厳しい状況となりました。なお、売上高・乗船人員ともに伸び悩んでいる三津航
路は、閑散期に入る 12 月より運航を休止しております。 

飲食店・物品販売業は、箱根地区・十国地区のドライブイン各事業所において、夏季の観光トッ
プシーズンに例年にない悪天候が続き、お客さま利用が少なかったことから、大きな減収要因とな
りましたが、箱根地区の飲食部門においては、昨年度から注力している効率的な受注体制を徹底し
たほか、施設内の有効活用を図り、レストラン客席を増設してお客さまの受け入れを増やすなどの
取り組みを展開した結果、年間を通じて訪日外国人旅行者のレストラン利用が堅調に推移し、売上
高は好調でした。売店部門においては、訪日外国人旅行者向け売店コーナーの拡大や日本ならでは
の商品を充実させたことにより、売上高は前期を上回ることができました。なお、箱根関所 旅物
語館及び箱根 湖尻ターミナル売店においては、２月より訪日外国人旅行者を対象に免税扱いによ
る販売を開始いたしました。十国地区では、飲食部門においては、旅行代理店への地道な営業活動
や近隣宿泊施設と連携したセットプランの作成、及び共同セールスの継続的な実施により、募集型
企画旅行及び一般団体旅客の利用が堅調に推移し、売上高も好調でした。売店部門においては、店
内商品のレイアウトや商品構成を変更したことが奏功し、売上高は前期を上回ることができました。
なお、飲食部門においては、イスラム圏のお客さま向けメニュー「ムスリムフレンドリー食」の提
供を開始いたしました。沼津地区の伊豆・三津シーパラダイスにおいては、夏季の繁忙期にあわせ、
新施設「いそあそび～ち」や「深海生物コーナー」をオープンしたほか、体験型イベントを実施す
るなど、普段では体験できないことを形にし、誘客に努めました。また、ペット同伴のお客さまの
利用促進を図るべく、ペット犬同伴で入場できる「みとしーわんわん水族館」を開催し、大変ご好
評をいただきました。しかしながら、特に個人のお客さま利用が低迷し、売上高は厳しい状況で推
移いたしました。 

鉄道売店の物品販売業は、ＩＺＵ－Ｌａ ＳＨＵＺＥＮＪＩ（イズーラ修善寺）のそば・グリル
においては、需要が増加傾向にあるなか、新規メニューの投入やテーブル席を増設するなど、収益
向上に努めました。しかしながら全体では、競合他社の新規オープンなどの影響を受け、売上高は
振るいませんでした。広告看板事業においては、ラッピング電車やラッピングバスの受注が好調に
推移いたしましたが、経費削減のため宣伝広告費を縮小するクライアントが増加傾向にあり、売上
高は伸び悩みました。 

不動産事業は、不動産賃貸業に特化しておりますが、沼津ビルの賃貸借契約が終了したことによ
る減収が大きかったものの、保有資産の有効活用による新規契約の獲得により、売上高は概ね順調
に推移いたしました。なお、沼津ビル跡地は暫定的な土地活用という趣旨で、2014 年夏季から新た
に賃貸を開始いたしました。 

介護サービス事業は、ショートステイ・デイサービスの複合型介護保険施設を展開しております
が、４月に静岡県沼津市に、９月には２店舗目を神奈川県小田原市に新規開設いたしました。今後、
ご利用者さまのニーズを的確に捉え、選ばれる施設を目指し、売上高の確保に努めてまいります。
なお、開業にともなう諸費用を今期計上したことにより、営業損失となりました。 

保険代理店事業は、各種保険料率の上昇が続いている一方で、代理店を持たない割安な通販型保
険が台頭するなど、非常に厳しい事業環境下にあります。そのような状況のなか、通販型では難し
い複数提案による顧客ニーズにあった商品提供や、懇切丁寧な保険相談など代理店ならではの強み
を活かし、既契約者の保全や新規契約の獲得に努めてまいりましたが、売上高は前期を下回りまし
た。 

この結果、レジャー・不動産事業の営業収益は 44 億 46,328 千円（前期比 3.2％増）、営業損失は
１億 43,151 千円（前期営業利益 89,727 千円）となりました。 
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５．対処すべき課題 
今後の経済環境につきましては、政府による機動的な財政支出や日銀による金融緩和政策の継続

を背景とし、緩やかな景気回復基調が続くものの、足許においては、消費増税や先行する物価上昇
にともなう実質所得の低下、さらには物価高の進行懸念など、国内景気を下押しするリスクが内在
していることから、経済情勢の先行きについては、依然として不透明感の残る状況が続くものと見
込まれます。また、わが国の人口動態の変化にともなう内需縮小を受け、従来の市場環境における
中長期的な成長性の確保は期待できず、当社グループを取り巻く環境は、決して楽観できる状況で
はありません。このようななか、当社グループは「西武グループビジョン」の精神に則り、“強み”
を活かした既存事業の強化にスピード感を持って挑戦するとともに、今後も、安全・安心の確保と
地域密着経営の深耕を図りながら、地域社会発展への貢献、企業価値の向上、ひいては地域から必
要とされる企業を目指してまいります。 

 
鉄道事業をはじめとした交通事業では、安全の確保を最優先に掲げ、運輸安全マネジメントのＰ

ＤＣＡサイクルを適切に機能させるとともに、必要な安全投資を進め、さらなる安全管理体制の強
化を図ってまいります。また、少子化・高齢化・人口減少が進むなか、乗降人員の減少にあわせた
事業運営体制を検討するとともに、地域との連携を強化し、お客さまの利便性向上や沿線地域の活
性化を図り、収益の確保に努めてまいります。 

 
不動産賃貸業では、保有資産の効率的な運用方法を検討し、収益の拡大に繋げてまいります。ま

た、既存物件の稼働率の向上に努め、安定的な事業基盤の確立を目指してまいります。なお、保有
する賃貸物件において老朽化が進行しておりますが、順次老朽化対策の設備投資を実施してまいり
ます。 

 
レジャー・サービス業では、2014年に訪日外国人旅行者数が過去最高を記録したことや、基幹道

路の整備により伊豆・箱根地区へのアクセスが向上するなど、日本でも有数の観光地“伊豆・箱根”
において事業展開している当社グループにとっては、大きなビジネスチャンスが到来しております。
今後、増加が見込まれる観光入込客を確実に取り込むべく、これまで以上に、地元自治体や企業と
の連携を強化し、地域への誘客・ＰＲ活動を積極的に実施してまいります。なお、昨年新規参入し
た介護事業においては、当社独自のビジネスモデルの確立と徹底したＰＲによる認知度の向上を図
り、安定した稼働率と収益の確保に努めるとともに、事業の拡大を図ってまいります。 

 
また、交通事業やレジャー・サービス業においては、訪日外国人旅行者の増加に合わせ、「利便

性の向上」と「情報発信の強化」を目的に無料インターネット接続設備「Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ」
の拡充を検討してまいります。 

 
当社グループは、西武グループ企業の一員として、持株会社である株式会社西武ホールディング

ス主導のもと、コンプライアンス体制及び内部統制システムの整備と運用を行い、コーポレートガ
バナンス体制のさらなる強化を図ってまいります。 

各事業にわたり、一層の営業強化と業務の効率化、コストの削減を徹底し、経営基盤の充実を図
ってまいります。 
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６．連結財務諸表
（1）連結貸借対照表

資産の部

流動資産

現金及び預金 461,387 365,379

受取手形及び売掛金 368,618 441,806

商品 8,621 8,944

貯蔵品 95,000 106,592

繰延税金資産 4,241 5,179

その他 970,807 248,260

貸倒引当金 △ 5,582 △ 5,103

流動資産合計 1,903,093 1,171,060

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,773,299 4,659,748

機械装置及び運搬具（純額） 672,203 682,128

土地 21,402,658 21,395,092

リース資産（純額） 50,419 79,297

建設仮勘定 85,426 10,113

その他（純額） 117,495 121,345

有形固定資産合計 27,101,504 26,947,726

無形固定資産

リース資産 7,013 11,246

その他 122,382 178,740

無形固定資産合計 129,395 189,987

投資その他の資産

投資有価証券 50,224 50,224

長期貸付金 342,000 327,000

繰延税金資産 12,803 12,070

その他 70,981 82,698

貸倒引当金 △ 178,500 △ 171,000

投資その他の資産合計 297,509 300,993

固定資産合計 27,528,409 27,438,707

資産合計 29,431,503 28,609,768

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成26年３月31日） （平成27年３月31日）

－ 5 －
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負債の部

流動負債

買掛金 429,986 450,737

短期借入金 5,847,000 4,346,600

リース債務 16,155 25,181

未払法人税等 13,819 31,297

賞与引当金 114,835 121,539

商品券等引換損失引当金 56,000 54,000

その他 1,986,056 1,402,633

流動負債合計 8,463,854 6,431,989

固定負債

長期借入金 1,078,000 2,703,400

リース債務 44,983 72,199

繰延税金負債 2,543 1,950

再評価に係る繰延税金負債 5,938,836 5,382,787

退職給付に係る負債 1,631,861 1,782,166

役員退職慰労引当金 28,247 36,033

資産除去債務 41,201 478,929

その他 456,140 454,942

固定負債合計 9,221,814 10,912,409

負債合計 17,685,668 17,344,398

純資産の部

株主資本

資本金 640,000 640,000

資本剰余金 325,907 325,907

利益剰余金 365,726 △ 646,267

自己株式 △ 16,911 △ 16,911

株主資本合計 1,314,722 302,728

その他の包括利益累計額

土地再評価差額金 10,234,919 10,783,402

退職給付に係る調整累計額 196,192 179,238

その他の包括利益累計額合計 10,431,112 10,962,641

純資産合計 11,745,834 11,265,369

負債純資産合計 29,431,503 28,609,768

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成26年３月31日） （平成27年３月31日）

－ 6 －
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（2）連結損益計算書

営業収益 12,008,367 11,996,350

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 10,928,615 11,140,739

販売費及び一般管理費 898,494 916,440

営業費合計 11,827,109 12,057,180

営業利益又は営業損失（△） 181,257 △ 60,830

営業外収益

受取利息 9,104 8,100

受取配当金 2,118 2,064

受託工事収入 23,697 7,825

未引換旅行券受入益 34,977 －

バス路線運行維持費補助金 12,648 12,234

その他 46,136 56,682

営業外収益合計 128,681 86,906

営業外費用

支払利息 108,739 109,904

その他 49,636 66,440

営業外費用合計 158,375 176,345

経常利益又は経常損失（△） 151,563 △ 150,270

特別利益

固定資産売却益 86,221 16,981

工事負担金等受入額 392,314 578,035

補助金収入 1,930 1,330

その他 － 55

特別利益合計 480,466 596,402

特別損失

固定資産売却損 291 25

固定資産圧縮損 394,244 579,365

固定資産除却損 13,180 37,198

減損損失 54,587 663,453

その他 10,268 －

特別損失合計 472,572 1,280,043

税金等調整前当期利益
又は税金等調整前当期純損失（△）

159,457 △ 833,911

法人税、住民税及び事業税 16,741 28,480

法人税等調整額 △ 10,336 △ 5,130

法人税等合計 6,404 23,350

少数株主損益調整前当期純利益
又は少数株主損益調整前当期純損失（△）

153,053 △ 857,261

少数株主利益 － －

当期純利益又は当期純損失(△) 153,053 △ 857,261

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度

    　　　　 　   （自 平成25年４月 １日
        　　　　　 至 平成26年３月31日）

    　　　　 　   （自 平成26年４月 １日
        　　　　　 至 平成27年３月31日）

－ 7 －


