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（千円未満切捨て）  

１．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 

 
２．平成 25 年３月期（平成 24 年４月 1日～平成 25 年３月 31 日）の個別業績 

 
３．平成 26 年３月期（平成 25 年４月 1日～平成 26 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、長期化する欧州債務危機の影響や新興国経済の減速によ
る海外景気の下振れにより、株安、円高基調が続きましたが、新政権による大胆な経済政策への期
待感から、株価の回復や円安基調への転換など、景気回復の期待が高まっております。しかし、電
気料金の値上げや消費税増税の決定、円安による物価上昇への懸念などから、一般消費者の低価
格・節約志向は未だ根強く、実体経済の持ち直しには一定の時間がかかることが予想され、先行き
は不透明な状況で推移いたしました。 
このような経済情勢のなか、伊豆・箱根地区においては、観光交流旅客数の動向は回復傾向にあ

るものの、依然として東日本大震災前の水準には及ばず、また、長引く景気低迷の影響から消費者
の節約志向が恒常化し消費動向は鈍く、当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状況で推移いた
しました。こうしたなか当社グループは、不要不急経費の見直しや、ローコストオペレーションに
よる事業運営の効率化を図ってまいりました。 
この結果、当連結会計年度の業績は、営業収益は 123 億 1,521 千円（前期比 2.4％増）、営業利益

は３億 59,303 千円（前期営業損失 12,822 千円）、経常利益は３億 27,781 千円（前期経常損失１億
10,723 千円）、当期純損失は保有賃貸施設の減損損失を計上したため５億 90,186 千円（前期当期純
損失５億 50,726 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 12,301,521 12,018,992 282,529 2.4
営 業 利 益 359,303 △12,822 372,126 －  
経 常 利 益 327,781 △110,723 438,504 －  
当 期 純 利 益 △590,186 △550,726 △39,460 －  

（単位：千円）

 当 期 前 期 増 減 額 増 減 率 
営 業 収 益 6,737,051 6,496,141 240,910 3.7
営 業 利 益 340,753 76,942 263,810 342.9
経 常 利 益 292,507 △41,262 333,769 －  
当 期 純 利 益 △611,476 △646,789 35,312 －  

（単位：千円）

 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益

通 期 12,220,000 200,000 110,000 60,000
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（２）セグメント別の業績 
（イ）鉄道事業 
鉄道事業は、沿線地域人口の減少が進むなかでも、駿豆線・大雄山線とも通学定期旅客の輸送人

員が堅調に推移した一方で、東日本大震災後に落ち込んだ通勤定期旅客及び定期外旅客は、年間を
通じて回復基調にありましたが、震災前の水準までには至りませんでした。このような状況のなか、
鉄道利用者の増加を図るべく、スタンプラリーイベントや沿線自治体と連携して歴史・文化・景観
などの資源を利用したウォーキングイベントを積極的に実施いたしました。また、沿線地域の活性
化を図るべく、地元企業とタイアップし地場産品を利用したビール電車などのイベント電車を運行
し、併せて収益向上に努めました。なお、駿豆線で運用しておりました 1100 系電車の営業終了に
あたっては、各種イベントを実施して多くの鉄道ファンのお客さまにご来場いただきました。 

   この結果、鉄道事業の営業収益は 27 億 7,889 千円（前期比 1.7％増）、営業利益は１億 12,679 千
円（前期比 28.0％増）となりました。 

  

（ロ）バス事業 
バス事業は、前期より抜本的な事業運営改善を目指して事業モデルの改革に取り組んでおります。

乗合バス部門においては、箱根線などの観光路線が好調でしたが、生活路線においては、少子高齢
化や人口減少のあおりを受け、厳しい状況で推移いたしました。このような状況のなか、効率的な
車両運用やダイヤの見直しによる経費削減策が奏功し、乗合バス事業は概ね順調に推移いたしまし
た。貸切バス部門においては、訪日外国人旅行者の需要が、東日本大震災前の水準には及びません
でしたが、一般団体のお客さまの需要が順調に回復し、売上高は前期を大きく上回ることができま
した。さらに、新規顧客の獲得に向けた積極的なセールス活動の展開や、競合他社との差別化を図
るための計画的な新車の導入など、競争力の強化に努めてまいりました。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っておりますが、既存の燃料仕入れ方法を抜本的に見直したこ
とにより、経費増加の軽減化を図りました。なお、４月に発生した同業他社の関越自動車道でのツ
アーバスの事故により、バスの安全性への関心が高まっているなか、ドライブレコーダーやデジタ
ルタコグラフの設備を最新のものに更新し、安全に対する取り組みも積極的に行いました。 

   この結果、バス事業の営業収益は 25 億 9,559 千円（前期比 5.9％増）、営業利益は 10,083 千円（前
期営業損失１億 17,119 千円）となりました。 

 

（ハ）タクシー事業 
タクシー事業は、観光地においては、夏期の多客時に悪天候の影響を受けましたが、年間を通じ

て需要の回復傾向が続きました。反面、都市部においては、長引く不況による企業の経費削減や個
人消費の低迷から、法人利用及び夜間利用の減少が慢性化しており、さらには乗務員不足の影響も
重なり、売上高は前期を下回る結果となりました。このような状況のなか、車両台数の適正化を図
るために、伊豆箱根交通株式会社と伊豆箱根タクシー株式会社の２社で 48 両の車両を削減いたし
ました。車両削減による車両保守費や自動車保険料などの維持費の減少分を原資に、安全投資とし
て、バックセンサーを全車両に取り付けたほか、多様化するお客さまのニーズに応えるべく「みん
なのタクシー（ユニバーサルデザインタクシー）」を導入し、車椅子のお客さまが気軽に利用でき
る環境づくりに積極的に取り組みました。 
この結果、タクシー事業の営業収益は 33 億 17,419 千円（前期比 3.4％減）、営業損失は 1,076 千

円（前期営業利益 33,264 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、十国鋼索線においては、休日や祝日の多客時に悪天候が重なり影響を受

けましたが、夏休みイベント「トレイン広場 in 十国峠」や普段目にすることが出来ないケーブル
カー機械室（バックヤード）を見学する「マニアックツアー」など積極的な営業施策を行った結果、
売上高・輸送人員とも前期を上回ることができました。駒ヶ岳索道線においても、訪日外国人旅行
者の回復が順調に推移し、売上高・輸送人員とも前期を上回ることができました。 
自動車道事業は、湯河原パークウェイにおいて、年間を通じて天候不順による交通規制の影響を

受けましたが、上期には神奈川県西部地区、静岡県伊豆地区の７社９有料道路の合同企画「伊豆・
箱根ぐるっと満喫スタンプラリー」に参加し、マイカー利用の誘客に努めた結果、売上高・通行台
数とも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、個人のお客さまの減少が顕著でありましたが、貸切船や九頭龍

神社参拝船、箱根夏祭り納涼花火観光船などの運航による増収対策を進めた結果、売上高・乗船人
員とも前期を上回ることができました。三津航路においては、団体のお客さまの利用が伸び悩み、
２月には主機関換装工事により全日運休となりましたが、伊豆・三津シーパラダイス個札入場セッ
ト券の販売が好調に推移し、売上高・乗船人員とも前期を大幅に上回ることができました。 
 
 



－ 3 － 

飲食店・物品販売業は、箱根地区においては、特に下期に入り一般・修学旅行団体のお客さまや
訪日外国人旅行者の回復が堅調で、飲食部門においては、団体と個人のお客さまを効率的な受注体
制で受け入れたことや、売店部門においては、積極的な誘客活動に努めたことにより、売上高は好
調に推移いたしました。十国地区においては、団体のお客さまが伸び悩むなか、「南箱根 十国館」
ブランド商品の地道なセールス活動や地元の食材を使用した地産地消メニューの投入を行い、売上
高は前期を上回ることができました。沼津地区の伊豆・三津シーパラダイスにおいては、年間を通
じて積極的な営業活動や季節に応じた各種イベントを実施するなど増収に努めた結果、団体のお客
さまの入場は比較的順調に推移いたしましたが、個人のお客さまの減少が著しく厳しい状況でした。
このような状況のなか、売店部門の収益率を高めるため、自社プライベート食品ブランド「黒潮浪
漫」を立ち上げ、販売を開始いたしました。 
鉄道沿線の物品販売業は、鉄道売店において、鉄道輸送人員が減少傾向にあるなか、沿線地域の

イベントに積極的に出店いたしました。また、土産菓子部門では、話題性と特徴を兼ね備えたオリ
ジナル商品「電車型ロングバウムクーヘン」の販売を 12 月より開始し、大変ご好評をいただいて
おりますが、他の商品は伸び悩み、売上高は前期を下回りました。広告看板事業においては、長引
く景気低迷から、広告主の広告宣伝費削減の影響を強く受けておりますが、大口の受注があり、売
上高は前期を上回ることができました。 
旅行業は、地元企業からの大型企画旅行の受注による業績寄与がありましたが、メディアを使っ

た大手旅行代理店の主催旅行商品におされ、募集型企画旅行「みどりの旅」は伸び悩み、また受注
競争・価格競争が熾烈な一般団体旅行においても、売上高は前期を上回ったものの、利益率の減少
に歯止めがかからず、非常に厳しい状況となりました。なお、平成 25 年４月１日から、旅行事業
の効率化及びバス事業の営業強化を図るために、伊豆箱根鉄道株式会社の旅行部門は伊豆箱根バス
株式会社の営業部門と統合いたしました。 
不動産事業は、不動産賃貸業に特化しております。厳しい経済情勢のなかテナントの撤退や賃料

減額要請を最小限に抑え、概ね順調に推移いたしました。なお、西武百貨店が撤退した沼津ビルに
ついては取り壊すことを決定したため、減損損失を計上いたしました。取り壊しについては、平成
25 年度中を予定しております。 
保険代理店事業は、自動車保険料の値上げや代理店を持たない格安な通販型商品の台頭により厳

しい状況が続きましたが、既契約の保全に努め、順調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 46 億 60,783 千円（前期比 4.9％増）、営業利益は

２億 26,428 千円（前期営業損失 19,022 千円）となりました。 

  

 
５．対処すべき課題 

新政権の掲げる経済政策「アベノミクス」の期待感からデフレ経済脱却と景気回復への期待感が
高まっておりますが、足許においては、雇用問題や消費税増税、円安による物価上昇の懸念などか
ら個人消費の節約志向は継続しており、国内の実体経済については、決して楽観できる状況ではあ
りません。このような状況のなか、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、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、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、沼津ビル解体後の事業計画の策定を進める一方、保有遊休資産の効率的な運

用を検討し、また、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、訪日外国人旅行者や団体旅行のお客さまの観光需要は回復傾向にあ

るものの、地域の観光交流客数は東日本大震災前の水準には戻ってきていないことから、地元観光
協会などとの連携をさらに強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。 
さらに、新たな事業基盤を確立すべく、新規事業への参入も図ってまいります。 
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
バナンス体制の更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 450,136 495,937

受取手形及び売掛金 341,128 339,797

商品 6,932 6,889

貯蔵品 115,375 97,399

繰延税金資産 5,477 4,572

その他 193,861 443,340

貸倒引当金 △ 845 △ 1,892

流動資産合計 1,112,066 1,386,045

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,355,284 4,816,725

機械装置及び運搬具（純額） 801,214 785,110

土地 21,651,881 21,423,533

リース資産（純額） 36,647 26,136

建設仮勘定 34,506 32,215

その他（純額） 159,907 136,528

有形固定資産合計 28,039,441 27,220,249

無形固定資産

リース資産 24,641 2,861

その他 152,126 162,319

無形固定資産合計 176,767 165,181

投資その他の資産

投資有価証券 49,324 50,224

長期貸付金 372,000 357,000

繰延税金資産 10,256 10,559

その他 116,292 102,798

貸倒引当金 △ 193,500 △ 186,000

投資その他の資産合計 354,373 334,582

固定資産合計 28,570,583 27,720,013

資産合計 29,682,649 29,106,059

（単位：千円）

前連結会計年度

（平成24年３月31日）

当連結会計年度

（平成25年３月31日）
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負債の部

流動負債

買掛金 484,281 480,196

短期借入金 5,900,000 5,722,000

リース債務 21,996 11,528

未払法人税等 31,973 34,663

賞与引当金 113,704 114,841

商品券等引換損失引当金 67,000 63,000

その他 1,386,347 1,963,418

流動負債合計 8,005,303 8,389,648

固定負債

長期借入金 1,100,000 978,000

リース債務 44,286 20,123

繰延税金負債 3,346 2,944

再評価に係る繰延税金負債 6,028,019 5,948,512

退職給付引当金 2,049,376 1,969,418

役員退職慰労引当金 117,986 49,186

資産除去債務 57,304 58,192

その他 290,217 293,410

固定負債合計 9,690,537 9,319,788

負債合計 17,695,841 17,709,437

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 659,034 199,618

自己株式 △ 16,879 △ 16,879

株主資本合計 1,608,063 1,148,647

その他の包括利益累計額

土地再評価差額金 10,378,744 10,247,974

その他の包括利益累計額合計 10,378,744 10,247,974

純資産合計 11,986,808 11,396,621

負債純資産合計 29,682,649 29,106,059

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成24年３月31日） （平成25年３月31日）
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（2）連結損益計算書

営業収益 12,018,992 12,301,521

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 11,206,530 11,080,555

販売費及び一般管理費 825,284 861,663

営業費合計 12,031,815 11,942,218

営業利益又は営業損失(△) △ 12,822 359,303

営業外収益

受取利息 10,929 8,640

受取配当金 2,106 2,101

受託工事収入 4,720 34,838

バス路線運行維持費補助金 12,413 13,461

その他 63,445 66,413

営業外収益合計 93,615 125,455

営業外費用

支払利息 141,404 113,768

その他 50,111 43,209

営業外費用合計 191,515 156,977

経常利益又は経常損失(△) △ 110,723 327,781

特別利益

固定資産売却益 222,439 7,281

工事負担金等受入額 73,737 55,134

補助金収入 － 7,139

特別利益合計 296,177 69,554

特別損失

固定資産売却損 1,119 1,617

固定資産圧縮損 73,368 62,249

固定資産除却損 27,903 71,108

減損損失 758,829 883,211

その他 59,165 32,450

特別損失合計 920,387 1,050,637

税金等調整前当期純損失(△) △ 734,933 △ 653,301

法人税、住民税及び事業税 28,214 16,190

法人税等調整額 △ 212,421 △ 79,305

法人税等合計 △ 184,206 △ 63,114

当期純損失(△) △ 550,726 △ 590,186

（単位：千円）

前連結会計年度 当連結会計年度

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

    　　　　 　   （自 平成24年４月 １日
        　　　　　 至 平成25年３月31日）
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