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【訂正内容】

　訂正内容は、表紙の「提出理由」に記載の通りです。

 

　　新たに作成された書類

　第三部　保証会社等の情報

　　第１　保証会社情報

　　　３　継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項

 

Ⅰ　会社名、代表者の役職氏名及び本店の所在の場所

会社名 近畿日本鉄道株式会社

代表者の役職氏名 代表取締役社長　　和田林　道宜

本店の所在の場所 大阪市天王寺区上本町六丁目１番55号

（注）以下、「第三部　保証会社等の情報」「第１　保証会社情報」「３　継続開示会社に該当しない保証会社に関す

る事項」において、「当社」とは保証会社である「近畿日本鉄道株式会社」を指します。

 

　保証会社である近畿日本鉄道株式会社の直近の事業年度に関する業績の概要は、以下の提出会社の有価証券報告

書における「第二部　提出会社の保証会社等の情報」「第１　保証会社情報」「３　継続開示会社に該当しない保

証会社に関する事項」に記載しております。

有価証券報告書
事業年度 自　平成27年４月１日 平成28年６月22日

（第105期） 至　平成28年３月31日 関東財務局長に提出

 

　なお、「企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和48年大蔵省令第５号）第四号の三様式　記載上の注意(33)

c」に基づき、保証会社である近畿日本鉄道株式会社の直近事業年度の次の事業年度が開始した日以後６箇月

（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）の業績の概況を、以下の「Ⅱ　企業の概況」から「Ⅵ　経理の

状況」までに記載しております。
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Ⅱ　企業の概況

①　主要な経営指標等の推移

(1）保証会社の経営指標等

回次 第２期中 第３期中 第１期 第２期

会計期間

自　平成27年
４月１日

至　平成27年
９月30日

自　平成28年
４月１日

至　平成28年
９月30日

自　平成26年
４月30日

至　平成27年
３月31日

自　平成27年
４月１日

至　平成28年
３月31日

営業収益 (百万円) 82,264 81,834 － 162,358

経常利益 (百万円) 10,538 10,802 0 18,925

中間（当期）純利益 (百万円) 6,523 6,371 0 9,321

持分法を適用した場合の投資利益 (百万円) － － － －

資本金 (百万円) 100 100 10 100

発行済株式総数 (株) 400 400 200 400

純資産額 (百万円) 165,810 167,571 10 165,480

総資産額 (百万円) 886,920 884,599 590,010 895,819

１株当たり純資産額 (円) 414,526,218 418,929,177 50,065 413,700,691

１株当たり中間（当期）純利益 (円) 16,309,902 15,928,486 65 23,303,380

潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益
(円) － － － －

１株当たり配当額 (千円) 10,700 8,693 － 21,400

自己資本比率 (％) 18.7 18.9 0.0 18.5

従業員数 (人) 7,644 7,631 0 7,532

（注）１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、第１期は関連会社がないため、第２期中以降は損益及び利益

剰余金その他の項目からみて重要性が乏しいため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４．第１期の１株当たり配当額については、事業を行っておらず無配であるため、記載しておりません。

５．当社は、第１期の中間財務諸表を作成しておりませんので、中間会計期間等に係る主要な経営指標等の推移

については、記載しておりません。

６．当社の中間財務諸表及び財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく中間監査

及び監査を受けておりません。ただし、第２期中以降については、有限責任 あずさ監査法人による金融商品

取引法第193条の２第１項の規定に準ずる中間監査及び監査を受けております。

７．第２期中の経営指標等の一部は第１期と比較して変動しております。これは、平成27年４月１日付の会社分

割に伴い、近鉄グループホールディングス株式会社の鉄軌道事業等を承継したことによるものであります。
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②　事業の内容

　当中間会計期間において、当社及び当社の関係会社が営んでいる事業の内容について、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

　当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

④　従業員の状況

(1）保証会社の状況

（平成28年９月30日現在）
 

従業員数（人） 7,631

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しておりま

す。

２．当社は運輸業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載を省略しております。

 

(2）労働組合の状況

　当社においては近畿日本鉄道労働組合が組織されており、日本私鉄労働組合総連合会に加盟しております。

　なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。

 

Ⅲ　事業の状況

①　業績等の概要

　当中間会計期間のわが国経済は、雇用情勢や所得環境は改善傾向にあるものの、円高の進行に伴い企業収益の

悪化が懸念されるなど、景気回復に不透明感が漂う状況のもと推移いたしました。

　このような状況のなか、当中間会計期間の経営成績につきましては、営業収益は、訪日外国人の利用が堅調で

あったものの、前年のシルバーウィークの反動により前年同期に比較して0.5％減収の818億34百万円となり、営

業利益は前年同期に比較して0.2％増益の141億32百万円となりました。

　営業外損益において、営業外費用で近鉄グループホールディングスに対する支払利息が減少しましたため、経

常利益は前年同期に比較して2.5％増益の108億２百万円となりました。

　特別損益で、特別利益は工事負担金等受入額の減により減少し、一方特別損失も工事負担金等圧縮額の減によ

り減少しましたため、法人税等を控除した中間純利益は前年同期に比較して2.3％減益の63億71百万円となりま

した。

 

②　生産、受注及び販売の状況

　当社は、「役務提供」を営業収益の中心としており、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。

　このため、生産、受注及び販売の状況については、「①　業績等の概要」に記載しております。

 

③　対処すべき課題

　当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

④　事業等のリスク

　当中間会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、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はありません。

 

⑤　経営上の重要な契約等

　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

⑥　研究開発活動

　特記すべき事項はありません。
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⑦　財政状態及び経営成績の分析

(1）財政状態の分析

　資産合計は、主として鉄軌道事業固定資産の減価償却等により、前期末に比較して112億19百万円減少し、

8,845億99百万円となりました。

　負債合計は、主として未払金の減少により、前期末に比較して133億10百万円減少し、7,170億28百万円とな

りました。

　純資産は、利益剰余金が、中間純利益の計上から配当を差し引き増加しましたため、前期末に比較して20億

91百万円増加し、1,675億71百万円となりました。

 

(2）経営成績の分析

　「①　業績等の概要」に記載のとおりです。

 

Ⅳ　設備の状況

①　主要な設備の状況

　当中間会計期間において、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

　当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更並

びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当中間会計期間において、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。

 

Ⅴ　保証会社の状況

①　株式等の状況

（１）株式の総数等

（ⅰ）株式の総数

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 800

計 800

 

（ⅱ）発行済株式

種類
中間会計期間末
現在発行数（株）

（平成28年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年２月14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 400 400 非上場 （注）

計 400 400 － －

（注）１．当社の株式の譲渡については、代表取締役の承認を受けなければなりません。

２．当社は単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。

 

（２）新株予約権等の状況

　該当事項はありません。

 

（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

　該当事項はありません。

 

（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、資本金等の状況

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28年４月１日～

平成28年９月30日
－ 400 － 100 － 100

 

（６）大株主の状況

（平成28年９月30日現在）
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

近鉄グループホールディングス㈱ 大阪市天王寺区上本町六丁目１番55号 400 100.00

計 － 400 100.00

 

（７）議決権の状況

（ⅰ）発行済株式

（平成28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） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　　　　400 400 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 400 － －

総株主の議決権 － 400 －

 

（ⅱ）自己株式等

　該当事項はありません。

 

②　株価の推移

　当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
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③　役員の状況

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の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

役名及び職名
氏名

（生年月日）
略歴 任期

所有

株式数

（株）

就任

年月日

取締役専務執行役員

総合企画本部長

番　匠　谷　隆

（昭和27年７月13日生）

昭和53年４月

平成22年３月

 

同28年11月

同28年11月

近畿日本鉄道株式会社入社

近鉄車両エンジニアリング株式会社

専務取締役就任

当社取締役専務執行役員就任（現在）

当社総合企画本部長就任（現在）

(注）１ －
平成28年

11月21日

取締役常務執行役員

総合企画本部副本部長

佐　野　弘

（昭和29年１月16日生）

昭和54年４月

平成26年３月

 

同28年11月

同28年11月

近畿日本鉄道株式会社入社

近鉄ケーブルネットワーク株式会社

取締役社長就任

当社取締役常務執行役員就任（現在）

当社総合企画本部副本部長就任（現在）

(注）１ －
平成28年

11月21日

取締役常務執行役員

人事部担当

夛　田　均

（昭和34年２月８日生）

昭和57年４月

平成27年４月

同28年11月

近畿日本鉄道株式会社入社

近鉄不動産株式会社取締役就任

当社取締役常務執行役員就任（現在）

(注）１ －
平成28年

11月21日

（注）１．新任取締役の任期は、平成28年11月21日の就任日から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。

２．表中の近畿日本鉄道株式会社は、平成27年４月１日付で近鉄グループホールディングス株式会社に商号を変更

しております。

 

（２）退任役員

役名及び職名 氏名 退任年月日

取締役副社長（代表取締役）経営企画部担当 植　田　和　保 平成28年11月21日

取締役専務執行役員　人事部担当 森　島　和　洋 平成28年11月21日

 

（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

取締役常務執行役員

鉄道本部企画統括部長

取締役常務執行役員

観光事業統括部長、鉄道本部企画統括部長
工　藤　和　秀 平成28年11月21日

取締役常務執行役員

広報部及び秘書部担当

取締役常務執行役員

秘書広報部及び経営企画部担当
白　川　正　彰 平成28年11月21日

 

（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性17名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）
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Ⅵ　経理の状況

１．中間財務諸表の作成方法について

　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号）に基づき、同規則及び「鉄道事業会計規則」（昭和62年運輸省令第７号）により作成しております。

 

２．監査証明について

　当社の中間財務諸表は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく中間監査を受けておりません。

　ただし、中間会計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任

あずさ監査法人による金融商品取引法第193条の２第１項の規定に準ずる中間監査を受けております。

 

３．中間連結財務諸表について

　中間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11年大蔵省令第24号）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、営業収益、損益、利益剰余金その他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成

績の状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成してお

りません。
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①　中間財務諸表等

（１）中間財務諸表

（ⅰ）中間貸借対照表

（単位：百万円）
 

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当中間会計期間

（平成28年９月30日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,435 1,233

未収運賃 5,404 5,182

未収金 1,960 1,740

関係会社短期貸付金 3,297 －

貯蔵品 1,934 2,092

その他の流動資産 11,079 7,389

貸倒引当金 △149 △157

流動資産合計 24,962 17,481

固定資産   

鉄軌道事業固定資産 ※1※2※3 773,595 ※1※2※3 768,790

付帯事業固定資産 ※1 23,740 ※1 23,700

各事業関連固定資産 ※1 3,713 ※1 3,675

建設仮勘定 10,165 10,633

投資その他の資産   

投資その他の資産 62,922 63,598

投資評価引当金 △3,280 △3,280

投資その他の資産合計 59,642 60,318

固定資産合計 870,856 867,118

資産合計 895,819 884,599
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（単位：百万円）
 

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当中間会計期間

（平成28年９月30日）

負債の部   

流動負債   

関係会社短期借入金 61,887 67,012

リース債務 2,395 2,309

未払金 22,878 11,618

未払法人税等 1,990 2,105

預り連絡運賃 730 738

賞与引当金 4,750 5,182

その他の流動負債 22,833 20,021

流動負債合計 117,465 108,988

固定負債   

関係会社長期借入金 505,921 502,285

リース債務 10,912 9,874

再評価に係る繰延税金負債 79,515 79,514

その他の固定負債 16,524 16,366

固定負債合計 612,873 608,040

負債合計 730,338 717,028

純資産の部   

株主資本   

資本金 100 100

資本剰余金   

資本準備金 100 100

その他資本剰余金 30,000 30,000

資本剰余金合計 30,100 30,100

利益剰余金   

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 1,998 1,969

繰越利益剰余金 5,190 7,311

利益剰余金合計 7,188 9,280

株主資本合計 37,388 39,480

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 128,091 128,090

評価・換算差額等合計 128,091 128,090

純資産合計 165,480 167,571

負債純資産合計 895,819 884,599
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（ⅱ）中間損益計算書

（単位：百万円）
 

 
前中間会計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

鉄軌道事業営業利益   

営業収益 78,410 78,208

営業費 ※4 64,945 ※4 64,442

鉄軌道事業営業利益 13,464 13,765

付帯事業営業利益   

営業収益 3,853 3,626

営業費 ※4 3,217 ※4 3,259

付帯事業営業利益 636 366

全事業営業利益 14,101 14,132

営業外収益 130 99

営業外費用 ※1 3,692 ※1 3,430

経常利益 10,538 10,802

特別利益 ※2 6,925 ※2 3,845

特別損失 ※3 6,985 ※3 3,862

税引前中間純利益 10,479 10,785

法人税等 ※5 3,955 ※5 4,413

中間純利益 6,523 6,371
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（ⅲ）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

（単位：百万円）
 

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 10 － － － － 0 0 10

当中間期変動額         

会社分割による増加 90 100 30,000 30,100 2,058  2,058 32,248

剰余金の配当        －

圧縮積立金の取崩     △46 46 － －

中間純利益      6,523 6,523 6,523

土地再評価差額金の

取崩
     △3 △3 △3

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純

額）

       －

当中間期変動額合計 90 100 30,000 30,100 2,012 6,566 8,578 38,768

当中間期末残高 100 100 30,000 30,100 2,012 6,566 8,578 38,778

 

 
評価・換算差額等

純資産合計
土地再評価差額金

当期首残高 － 10

当中間期変動額   

会社分割による増加 133,946 166,194

剰余金の配当  －

圧縮積立金の取崩  －

中間純利益  6,523

土地再評価差額金の

取崩
 △3

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純

額）

△6,914 △6,914

当中間期変動額合計 127,031 165,800

当中間期末残高 127,031 165,810
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当中間会計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

（単位：百万円）
 

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 100 100 30,000 30,100 1,998 5,190 7,188 37,388

当中間期変動額         

会社分割による増加        －

剰余金の配当      △4,280 △4,280 △4,280

圧縮積立金の取崩     △28 28 － －

中間純利益      6,371 6,371 6,371

土地再評価差額金の

取崩
     1 1 1

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純

額）

       －

当中間期変動額合計 － － － － △28 2,121 2,092 2,092

当中間期末残高 100 100 30,000 30,100 1,969 7,311 9,280 39,480

 

 
評価・換算差額等

純資産合計
土地再評価差額金

当期首残高 128,091 165,480

当中間期変動額   

会社分割による増加  －

剰余金の配当  △4,280

圧縮積立金の取崩  －

中間純利益  6,371

土地再評価差額金の

取崩
 1

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純

額）

△1 △1

当中間期変動額合計 △1 2,091

当中間期末残高 128,090 167,571
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注記事項

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

たな卸資産

貯蔵品

移動平均法に基づく原価法

なお、中間貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

２．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く。）

鉄軌道事業取替資産　　　　　　　　　　　　　　　　取替法

建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定額法

構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定額法

鉄軌道事業けいはんな線の機械装置及び工具器具備品　定額法

その他の有形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　定率法

無形固定資産（リース資産を除く。）　　　　　　　　　定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

　なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。

３．工事負担金等の会計処理方法

　鉄軌道事業における高架化工事や踏切道拡張工事等を行うにあたり、地方公共団体等から工事費の一部と

して工事負担金等を受け入れております。工事負担金等により固定資産を取得した場合には、取得原価から

工事負担金等相当額を直接減額したものを固定資産の取得価額とし、工事負担金等受入額を特別利益に計上

するとともに、取得原価から直接減額した金額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しております。

４．引当金の計上基準

貸倒引当金

　営業債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

投資評価引当金

　市場価格のない株式を適正に評価するため、投資先の資産状態等を勘案して、特に計上を要すると認

められる金額を計上しております。

賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払いに充てるため、支給見込額を計上しております。

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において発生していると認められる金額を計上しております。

(1）退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、期間定額基準によっております。
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(2）数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法

により発生時の翌事業年度から費用処理しております。

　過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定

額法により発生時から費用処理しております。

　なお、当中間会計期間末においては、年金資産が退職給付債務に未認識過去勤務費用及び未認識数

理計算上の差異を加減した金額を超過しているため、当該超過額は、固定資産の投資その他の資産に

「投資その他の資産」として計上しております。

５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費

税等は発生事業年度の期間費用としております。

連結納税制度の適用

　近鉄グループホールディングス株式会社を連結親法人とする連結納税制度を適用しております。

 

（追加情報）

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当

中間会計期間から適用しております。

 

（中間貸借対照表関係）

１．※(1）有形固定資産の減価償却累計額

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当中間会計期間

（平成28年９月30日）

 695,208百万円 703,795百万円

 

２．※(2）固定資産のうち、担保に供しているもの

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当中間会計期間

（平成28年９月30日）

鉄軌道事業固定資産 694,999百万円 691,438百万円

（鉄軌道財団）   

（注）上記資産は近鉄グループホールディングス株式会社の財団抵当借入金の担保に供しております。

 

３．※(3）工事負担金等の圧縮記帳累計額

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当中間会計期間

（平成28年９月30日）

 217,061百万円 221,281百万円

 

４．偶発債務

保証債務

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当中間会計期間

（平成28年９月30日）

近鉄グループホールディングス㈱ 1,066,104百万円 1,042,428百万円

従業員（住宅融資） 2,150百万円 1,946百万円

計 1,068,255百万円 1,044,374百万円
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（中間損益計算書関係）

１．※(1）営業外費用のうち主要なもの

 
前中間会計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

支払利息 3,670百万円 3,408百万円

 

２．※(2）特別利益のうち主要なもの

 
前中間会計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

工事負担金等受入額 6,916百万円 3,845百万円

 

３．※(3）特別損失のうち主要なもの

 
前中間会計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

工事負担金等圧縮額 6,913百万円 3,843百万円

 

４．※(4）減価償却実施額

 
前中間会計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

有形固定資産 11,009百万円 10,754百万円

無形固定資産 538百万円 605百万円

 

５．※(5）中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているため、法人税等調整額

は「法人税等」に含めて表示しております。

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 200 200 － 400

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加は、近鉄グループホールディングス株式会社の鉄軌道事業等を会社分割によ

り承継した対価として株式を発行したことによるものであります。

２．自己株式については、該当ありません。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

 

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間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（千円）
基準日 効力発生日

平成27年12月16日

取締役会
普通株式 4,280 利益剰余金 10,700 平成27年９月30日 平成27年12月29日
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当中間会計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 400 － － 400

（注）自己株式については、該当ありません。

 

２．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（千円）

基準日 効力発生日

平成28年６月17日

定時株主総会
普通株式 4,280 10,700 平成28年３月31日 平成28年６月24日

 

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間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（千円）
基準日 効力発生日

平成28年12月20日

取締役会
普通株式 3,477 利益剰余金 8,693 平成28年９月30日 平成28年12月21日

 

（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1）リース資産の内容

①　有形固定資産

　主として、鉄軌道事業における車両の一部（機械装置及び運搬具）であります。

②　無形固定資産

　ソフトウェアであります。

 

(2）リース資産の減価償却の方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

２．リース取引開始日が、平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

（借主側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末（期末）残高相当額

（単位：百万円）
 

 前事業年度（平成28年３月31日）

 取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

鉄軌道事業固定資産 12,280 9,017 3,262

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が、有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法によっております。

 

（単位：百万円）
 

 当中間会計期間（平成28年９月30日）

 
取得価額相当額 減価償却累計額相当額 中間期末残高相当額

鉄軌道事業固定資産 11,984 9,153 2,831

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が、有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法によっております。

EDINET提出書類

近鉄グループホールディングス株式会社(E04102)

訂正発行登録書

17/21



(2）未経過リース料中間期末（期末）残高相当額等

（単位：百万円）
 

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当中間会計期間

（平成28年９月30日）

１年内 851 839

１年超 2,411 1,992

合計 3,262 2,831

（注）未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が、有形固定資産の中間期末

（期末）残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっております。

 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額

（単位：百万円）
 

 
前中間会計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

支払リース料 438 431

減価償却費相当額 438 431

 

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

（金融商品関係）

金融商品の時価等に関する事項

　中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（（注）２を参照

ください。）

 

前事業年度（平成28年３月31日）

 
貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

(1）現金及び預金 1,435 1,435 －

(2）未収運賃 5,404 5,404 －

(3）未収金 1,960 1,960 －

(4）関係会社短期貸付金 3,297 3,297 －

(5）供託有価証券(*) 96 101 5

資産計 12,194 12,199 5

(1）関係会社短期借入金 － － －

(2）未払金 22,878 22,878 －

(3）関係会社長期借入金

（１年以内返済予定を含む）
567,808 573,201 5,393

負債計 590,686 596,079 5,393

(*) 供託中の債券であり、投資その他の資産の「投資その他の資産」に計上しております。
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当中間会計期間（平成28年９月30日）

 
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

(1）現金及び預金 1,233 1,233 －

(2）未収運賃 5,182 5,182 －

(3）未収金 1,740 1,740 －

(4）関係会社短期貸付金 － － －

(5）供託有価証券(*) 96 101 4

資産計 8,252 8,257 4

(1）関係会社短期借入金 2,141 2,141 －

(2）未払金 11,618 11,618 －

(3）関係会社長期借入金

（１年以内返済予定を含む）
567,156 573,247 6,091

負債計 580,915 587,007 6,091

(*) 供託中の債券であり、投資その他の資産の「投資その他の資産」に計上しております。

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法

資産

(1）現金及び預金、(2）未収運賃、(3）未収金並びに(4）関係会社短期貸付金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5）供託有価証券

　供託有価証券の時価については、市場価格によっております。

負債

(1）関係会社短期借入金及び(2）未払金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3）関係会社長期借入金

　関係会社長期借入金の時価については、元利金の合計額を残存期間で同様の新規借入を行った場合に想定され

る利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、変動金利による関係会社長期借入金については、金

利が一定期間毎に更改される条件となっており、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

 

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：百万円）
 

区分
前事業年度

（平成28年３月31日）
当中間会計期間

（平成28年９月30日）

子会社株式 11,518 11,518

関連会社株式 3,077 3,077

非上場株式 14 14

　上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりま

せん。

EDINET提出書類

近鉄グループホールディングス株式会社(E04102)

訂正発行登録書

19/21



（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

前事業年度（平成28年３月31日）

種　　類
貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

時価が貸借対照表計上額を超えるもの    

国債・地方債等 96 101 5

合　　計 96 101 5

 

当中間会計期間（平成28年９月30日）

種　　類
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

時価が中間貸借対照表計上額を超えるもの    

国債・地方債等 96 101 4

合　　計 96 101 4

 

２．子会社株式及び関連会社株式

　子会社株式及び関連会社株式（前事業年度末貸借対照表計上額子会社株式11,518百万円、関連会社株式

3,077百万円、当中間貸借対照表計上額子会社株式11,518百万円、関連会社株式3,077百万円）は、市場価格

がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

３．その他有価証券

　その他有価証券（前事業年度末貸借対照表計上額14百万円、当中間貸借対照表計上額14百万円）は、市場

価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

（セグメント情報等）

セグメント情報

　当社は、運輸業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

　国内の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えており、また、国内に所在して

いる有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているため、記載を省略し

ております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載

はありません。

 

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

　該当事項はありません。

 

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

　該当事項はありません。
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報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

　該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり純資産額は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当中間会計期間

（平成28年９月30日）

１株当たり純資産額 413,700,691円 418,929,177円

 

　１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

１株当たり中間純利益 16,309,902円 15,928,486円

（算定上の基礎）   

中間純利益（百万円） 6,523 6,371

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る中間純利益（百万円） 6,523 6,371

普通株式の期中平均株式数（株） 400 400

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

（２）その他

　平成28年12月20日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額………………3,477百万円

(ロ）１株当たりの金額……………………………8,693千円

(ハ）支払請求権の効力発生日及び支払開始日…平成28年12月21日
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