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（千円未満切捨て）  
１．平成 24 年３月期（平成 23 年４月 1日～平成 24 年３月 31 日）の連結業績 

 
２．平成 24 年３月期（平成 23 年４月 1日～平成 24 年３月 31 日）の個別業績 

 
３．平成 25 年３月期（平成 24 年４月 1日～平成 25 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、東日本大震災の影響による景気の停滞から緩やかに持ち
直しているものの、欧州の政府債務危機を背景とした海外景気の下振れ懸念に加え、歴史的円高や
株式市場の低迷など、先行き不透明感が払拭されず厳しい状況が続きました。 
 このような経済情勢のなか、伊豆・箱根地区においては東日本大震災後の急激な旅客動向の悪化
から、夏以降は個人のお客さまを中心に改善傾向が続きました。しかしながら、観光需要の本格回
復にまでは至らず、とくに訪日外国人のお客さまや団体旅行のお客さまの動向は依然として鈍く、
当社グループを取り巻く経営環境は非常に厳しい状況となりました。当社グループは、節電対策を
はじめ徹底した経費節減に努める一方で、「安全・安心」を基本に、お客さまのニーズを捉えた新
たな視点による施策の実施のほか、地元の自治体や企業との連携を積極的に進め、地域に根ざした
営業施策を推進することで地域密着経営の深耕を図ってまいりました。さらに、東日本大震災の被
害に遭われた方々への支援活動として、義援金の拠出やチャリティー商品の販売など、微力ながら
取り組んでまいりました。 
この結果、当連結会計年度の業績は、営業収益は 120 億 18,992 千円（前期比 6.7％減）、営業損

失は12,822千円（前期営業利益１億34,831千円）、経常損失は１億10,723千円（前期経常利益27,982
千円）となり、さらに固定資産の減損損失を計上したため、当期純損失は５億 50,726 千円（前期
当期純損失 60,256 千円）となりました。 

 

（単位：千円）

 当 期 前 期 増 減 額 増 減 率 
営 業 収 益 12,018,992 12,888,073 △869,081 △6.7
営 業 利 益 △12,822 134,831 △147,654 －  
経 常 利 益 △110,723 27,982 △138,705 －  
当 期 純 利 益 △550,726 △60,256 △490,469 －  

（単位：千円）

 当 期 前 期 増 減 額 増 減 率 
営 業 収 益 6,496,141 6,970,476 △474,334 △6.8
営 業 利 益 76,942 235,705 △158,762 △67.4
経 常 利 益 △41,262 111,364 △152,626 －  
当 期 純 利 益 △646,789 62,842 △709,632 －  

（単位：千円）

 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益

通 期 12,720,000 330,000 210,000 160,000
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（２）セグメント別の業績 
（イ）鉄道事業 
鉄道事業は東日本大震災後、お客さまの旅行自粛や外出控えに加え、電力不足に伴う減便体制の

影響を受けました。夏以降は回復基調が続くなか、天候不順により紅葉や花見の客足が鈍かったこ
となども影響して、輸送人員は伸び悩みました。また、電気料金の値上げによる運転動力費の増加
が大きな負担となりました。このような状況下、積極的な節電対策や、安全投資を除く不急経費の
節減を徹底する一方で、鉄道利用の促進を図るべく、地元企業とタイアップしたビール電車などの
イベント電車の運行や、ウォーキングイベントの実施による需要喚起の取り組みをおこないました。
また、鉄道ファン向けのイベント・企画の開催、鉄道グッズの開発と販売にも注力し増収に努めま
した。さらに、駿豆線沿線の自治体と連携し、地域の活性化と鉄道利用促進を図るべく「駿豆線沿
線地域活性化協議会」を発足いたしました。 

   この結果、鉄道事業の営業収益は 26 億 63,133 千円（前期比 2.2％減）、営業利益は 88,041 千円
（前期比 122.7％増）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観光路線でお客さまの減少が顕著でしたが、夏以降は徐々

に回復傾向が続きました。貸切バス部門においては東日本大震災の影響による予約のキャンセルが
多発したことに加え、訪日外国人旅行や募集型企画旅行などの需要縮小により、極めて厳しい状況
が続きました。また、バス事業においては燃料費の高騰が大きな負担となりました。このような状
況下、安全投資を除く徹底的な経費節減や運行コストの削減に努める一方で、乗合バスにおいては
利用実態に合った柔軟なダイヤ改正を実施したほか、貸切バス部門においては年金旅行や学校団体
の受注強化に加え、7 月に東京営業所を開設するなど、新規顧客の獲得に注力いたしました。さら
に、翌年度以降の抜本的な事業運営改善を目指して事業モデルの改革を進め、その一環としてリー
ス方式による貸切バスの新型車両の導入をおこない、競争力の強化を図りました。 

   この結果、バス事業の営業収益は 23 億 69,677 千円（前期比 8.0％減）、営業損失は１億 17,119
千円（前期営業損失１億 39,141 千円）となりました。 

 

（ハ）タクシー事業 
タクシー事業は、観光地における大幅な需要縮小と、都市部における法人利用及び夜間利用の減

少が顕著となり、夏以降は一定の落ち着きを取り戻したものの、売上は前期を下回る水準で推移い
たしました。このような状況下、国の助成金を活用した乗務員の休業制度の導入や、間接要員の見
直しなどに取り組み、経費の大半を占める人件費の抑制に努めました。また、平成 21 年に施行さ
れたタクシー特措法による特定地域の指定を受け、営業車両数の適正化のため減車等の取り組みを
進めた一方で、一部の更新車両については環境負荷軽減車両の導入を進めてまいりました。 

   この結果、タクシー事業の営業収益は 34 億 32,604 千円（前期比 5.7％減）、営業利益は 33,264
千円（前期比 17.8%増）となりました。 

  

（ニ）レジャー・不動産事業 
鋼索・索道事業は、個人のお客さまの利用が比較的堅調に推移したものの、外国人のお客さまを

はじめ団体のお客さまの減少が著しく、また、強風や積雪など天候不順による影響を多く受け、前
期と比較して輸送人員は大きく減少いたしました。 
 自動車道事業は、湯河原パークウェイにおいて、大型車の利用が前期を上回る結果となりました
が、夏季の海水浴のお客さまの減少のほか、台風や積雪による交通規制の影響により通行台数は前
期を下回りました。 

   船舶事業は、箱根航路において、外国人のお客さまをはじめ団体及び募集型企画旅行のお客さま
の減少が著しく、貸切船や九頭龍神社参拝船などの運航による増収対策を進めましたが、厳しい状
況でした。反面、三津航路においては、伊豆・三津シーパラダイス入場セット券の販売が好調に推
移し前期を上回る結果となりました。 

   飲食店・物品販売業は、ドライブインなどの各事業所において、外国人のお客さまをはじめ団体
のお客さまの回復が鈍く業績は振るいませんでした。売店部門では、お客さまの節約志向が見られ
るなかで、取扱商品の見直しやディスプレイ方法などの工夫を重ねましたが消費単価は低迷いたし
ました。レストラン部門では、比較的堅調な個人のお客さまの取り込みに注力し、メニューの改善
などをおこない一定の成果は上げられたものの、団体のお客さまの減少分を取り戻すまでには至り
ませんでした。伊豆・三津シーパラダイスにおいては、一部リニューアルによって一定の集客効果
を得ることができたものの、東日本大震災の影響で沿岸部が避けられる傾向から、学校団体等の入
場者数が減少して収入は伸び悩みました。このようななか、「南箱根十国館」ブランドによる地場
の素材を活用したオリジナルスイーツの製造に着手し、11 月より箱根十国峠レストハウス及び修善
寺駅売店において販売を開始いたしましたが、飲食店・物品販売業の売上は前期を下回りました。 

 
 



－ 3 － 

   鉄道沿線の物品販売業は、観光のお客さまの減少を受け、主力商品の土産菓子販売が低迷し、鉄
道売店の売上は減少いたしました。また、広告看板事業においては、先行き不透明な景況を反映し、
クライアントの広告宣伝費削減の影響を強く受け、低水準で推移いたしました。 
 旅行業は、旅行需要が低迷するなか、地元企業からの大型旅行企画の受注による業績寄与があり
ましたが、募集型企画旅行「みどりの旅」の不振に加え一般団体の受注が大きく落ち込み、厳しい
状況でした。 
 不動産事業は、不動産賃貸業に特化しておりますが、景況悪化及び地価下落による賃料減額や退
去のリスクが増大するなか、既存空き物件へのテナント誘致を積極的に進めたことによって、「沼
津駅北口ビル」ならびに「プラザあいおい」において新規契約を取り付けるなど営業活動が実り、
計画を上回る結果となりました。 
 保険代理店事業は、経済情勢の低迷に加え、競争環境の厳しさが増すなかで、積極的な営業活動
が実り、計画どおりに推移いたしました。 

 この結果、レジャー・不動産事業の営業収益は 44 億 44,977 千円（前期比 8.9％減）、営業損失は

19,022 千円（前期営業利益１億 93,689 千円）となりました。 

 
５．対処すべき課題 

わが国経済は東日本大震災の影響による景気の停滞から緩やかに持ち直しておりますが、足下に
おいては原油価格の高騰に加え、夏の電力需給の逼迫懸念、デフレの進行や雇用情勢の悪化懸念な
ど、経済情勢の先行き不透明感は払拭されず、当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状態が続
いております。このような状況下、当社グループは「西武グループビジョン」の精神に則った事業
活動を展開することにより、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、ひいては企業価値の向上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、安全管理体制の強化を図っ
てまいります。また、地域に根ざした公共交通事業者であるという認識により、地域との連携をさ
らに深めて、お客さまの利便性の向上と収益の確保に努めてまいります。 

不動産賃貸業では、新たな賃貸物件の開拓など所有資産の有効活用を推進するとともに、不況下
での賃貸物件の適切な収益管理を進めてまいります。 
レジャー・サービス業では、訪日外国人のお客さまや団体旅行のお客さまの観光需要が縮小し、

地域の観光交流客数が減少するなか、地元観光協会等との連携をさらに進めて地域への誘客を図る
とともに、お客さまのニーズにお応えできる商品・サービスの提供に努め、積極的なセールス活動  
を行ってまいります。 
また、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

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 368,610 450,136

受取手形及び売掛金 257,008 341,128

商品 7,411 6,932

貯蔵品 109,286 115,375

繰延税金資産 － 5,477

その他 372,586 193,861

貸倒引当金 △ 1,200 △ 845

流動資産合計 1,113,702 1,112,066

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,679,952 5,355,284

機械装置及び運搬具（純額） 1,010,381 801,214

土地 22,140,926 21,651,881

リース資産（純額） 27,072 36,647

建設仮勘定 37,900 34,506

その他（純額） 219,262 159,907

有形固定資産合計 29,115,496 28,039,441

無形固定資産

リース資産 7,062 24,641

その他 189,720 152,126

無形固定資産合計 196,783 176,767

投資その他の資産

投資有価証券 49,331 49,324

長期貸付金 387,000 372,000

繰延税金資産 － 10,256

その他 108,895 116,292

貸倒引当金 △ 201,000 △ 193,500

投資その他の資産合計 344,227 354,373

固定資産合計 29,656,506 28,570,583

資産合計 30,770,209 29,682,649

（単位：千円）

前連結会計年度

（平成23年３月31日）

当連結会計年度

（平成24年３月31日）
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負債の部

流動負債

買掛金 366,795 484,281

短期借入金 6,400,000 5,900,000

リース債務 14,423 21,996

未払法人税等 31,937 31,973

賞与引当金 77,760 113,704

商品券等引換損失引当金 71,000 67,000

その他 1,385,374 1,386,347

流動負債合計 8,347,290 8,005,303

固定負債

長期借入金 1,000,000 1,100,000

リース債務 23,203 44,286

繰延税金負債 4,276 3,346

再評価に係る繰延税金負債 7,075,190 6,028,019

退職給付引当金 2,104,977 2,049,376

役員退職慰労引当金 202,726 117,986

資産除去債務 56,436 57,304

その他 269,988 290,217

固定負債合計 10,736,799 9,690,537

負債合計 19,084,090 17,695,841

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 925,392 659,034

自己株式 △ 16,879 △ 16,879

株主資本合計 1,874,420 1,608,063

その他の包括利益累計額

土地再評価差額金 9,811,698 10,378,744

その他の包括利益累計額合計 9,811,698 10,378,744

純資産合計 11,686,119 11,986,808

負債純資産合計 30,770,209 29,682,649

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成23年３月31日） （平成24年３月31日）
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（2）連結損益計算書

営業収益 12,888,073 12,018,992

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 11,861,034 11,206,530

販売費及び一般管理費 892,207 825,284

営業費合計 12,753,241 12,031,815

営業利益又は営業損失(△) 134,831 △ 12,822

営業外収益

受取利息 13,046 10,929

受取配当金 3,120 2,106

受託工事収入 9,136 4,720

未回収商品券受入益 17,606 6,327

バス路線運航維持費補助金 13,987 12,413

その他 40,345 57,118

営業外収益合計 97,242 93,615

営業外費用

支払利息 144,981 141,404

その他 59,109 50,111

営業外費用合計 204,091 191,515

経常利益又は経常損失(△) 27,982 △ 110,723

特別利益

固定資産売却益 70,800 222,439

工事負担金等受入額 135,118 73,737

投資有価証券売却益 1,001 －

貸倒引当金戻入額 60,523 －

その他 14,741 －

特別利益合計 282,185 296,177

特別損失

固定資産売却損 1,205 1,119

固定資産圧縮損 137,899 73,368

固定資産除却損 65,342 27,903

減損損失 10,463 758,829

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 43,867 －

その他 64,781 59,165

特別損失合計 323,561 920,387

税金等調整前当期純損失(△) △ 13,393 △ 734,933

法人税、住民税及び事業税 20,937 28,214

法人税等調整額 25,925 △ 212,421

法人税等合計 46,862 △ 184,206

当期純損失(△) △ 60,256 △ 550,726

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度

    　　　　 　   （自 平成22年４月 １日
        　　　　　 至 平成23年３月31日）

    　　　　 　   （自 平成23年４月 １日
        　　　　　 至 平成24年３月31日）
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