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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169期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第168期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

営業収益 (百万円) 86,280 362,089

経常利益 (百万円) 2,487 16,112

四半期(当期)純利益 (百万円) 72 6,514

純資産額 (百万円) 111,507 112,892

総資産額 (百万円) 405,501 411,903

１株当たり純資産額 (円) 275.19 278.39

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 0.18 16.47

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) － －

自己資本比率 (％) 26.8 26.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,804 22,303

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △7,448 △22,422

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,649 △873

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 21,626 24,590

従業員数
(平均臨時雇用者数)

(人)
18,213
(5,708)

17,834
(5,696)

(注) １　営業収益には、消費税等は含まれていません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(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いません。

３　平均臨時雇用者数は外数で記載しています。
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２ 【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社82社及び関連会社８社で構成されています。

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの営む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】

当第１四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20年６月30日現在

従業員数(人) 18,213(5,708)

(注)　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(　)内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載していま

す。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人) 4,387(194)

(注)　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(　)内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しています。

　

　

EDINET提出書類

西日本鉄道株式会社(E04110)

四半期報告書

 3/31



第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループは、運輸業、流通業及び不動産業等を基幹としているため、事業の種類別セグメントごとに

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いません。

そのため、生産、受注及び販売の状況については、「３　財政状態及び経営成績の分析」における各事業の

種類別セグメント業績に関連付けて示しています。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、新たに決定又は締結した経営上の重要な契約等はありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1)　業績

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、原油や原材料価格の高騰、個人消費の停滞等に

より、厳しい状況で推移しました。

　このような情勢のなか、当社グループでは、本年５月18日より、ＩＣ乗車券と電子マネー機能を併せ持

つＩＣカード「ニモカ」のサービスを開始したほか、各事業において積極的な営業活動を行うととも

に、経営の効率化を推進し、業績の向上に努めました。

　当第１四半期連結会計期間の営業収益は、レジャー・サービス業の利用運送事業(航空貨物事業)での

取扱高の増加や、流通業のストア業での新規出店等により、862億８千万円(2.8％増)となりました。

　営業利益は原油価格高騰に伴う燃料費の増加やＩＣカード導入に伴う初期費用や減価償却費の増加等

により27億５千５百万円(30.3％減)、経常利益は24億８千７百万円(32.5％減)となり、四半期純利益は

「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に伴い評価損を計上したこともあり７千２百万円(95.6％

減)となりました。

　

当第１四半期
連結会計期間
(百万円)

前第１四半期
連結会計期間
(百万円)

増減額
(百万円)

増減率
(％)

営業収益 86,280 83,893 2,386 2.8

営業利益 2,755 3,950 △1,195 △30.3

経常利益 2,487 3,685 △1,197 △32.5

四半期純利益 72 1,657 △1,585 △95.6
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事業の種類別
セグメントの名称

営 業 収 益 営 業 利 益

当第１四半期
連結会計期間
(百万円)

前第１四半期
連結会計期間
(百万円)

増減率
(％)

当第１四半期
連結会計期間
(百万円)

前第１四半期
連結会計期間
(百万円)

増減率
(％)

運輸業 25,117 25,097 0.1 953 1,649△42.2

流通業 25,051 23,832 5.1 348 488 △28.5

不動産業 9,204 8,804 4.5 1,856 1,893 △1.9

レジャー・サービス業 27,428 25,907 5.9 98 △3 －

その他の事業 10,388 9,585 8.4 △493 △147 －

計 97,190 93,227 4.3 2,763 3,880△28.8

消去 △10,910△9,333 － △8 69 －

連結 86,280 83,893 2.8 2,755 3,950△30.3

なお、「第２　事業の状況」及び「第３　設備の状況」について、特に記載のない限り消費税等抜きで

記載しています。

 

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

　

①　運輸業

鉄道事業では前第１四半期連結会計期間と比較して旅客人員が0.5％減少しましたが、バス事業にお

いて乗合バスの旅客人員が1.5％増加したこと等により、営業収益は251億１千７百万円(0.1％増)とな

りました。営業利益は原油価格高騰に伴う燃料費の増加やＩＣカード導入に伴う初期費用や減価償却

費の増加等により９億５千３百万円(42.2％減)となりました。

業種別営業収益

業種別
当第１四半期
連結会計期間
(百万円)

前第１四半期
連結会計期間
(百万円)

増減率
(％)

鉄道事業 6,422 6,475 △0.8

バス事業 17,006 16,931 0.4

タクシー業 1,379 1,399 △1.4

貨物運送業 2,641 2,627 0.5

その他 133 137 △2.3

消去 △2,465 △2,473 －

計 25,117 25,097 0.1
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②　流通業

ストア業の新規出店等により営業収益は250億５千１百万円(5.1％増)、営業利益はその他の流通業

における利益率の低下等により３億４千８百万円(28.5％減)となりました。

業種別営業収益

業種別
当第１四半期
連結会計期間
(百万円)

前第１四半期
連結会計期間
(百万円)

増減率
(％)

ストア業 20,681 19,624 5.4

その他 4,635 4,226 9.7

消去 △265 △19 －

計 25,051 23,832 5.1

　

③　不動産業

賃貸業での「スピナガーデン大手町」や「西鉄千代県庁口スクエア」等の新規物件の稼動、分譲業

における販売戸数の増加等により営業収益は92億４百万円(4.5％増)となり、営業利益は18億５千６百

万円(1.9％減)となりました。

業種別営業収益

業種別
当第１四半期
連結会計期間
(百万円)

前第１四半期
連結会計期間
(百万円)

増減率
(％)

不動産賃貸業 5,607 5,439 3.1

不動産分譲業 2,484 2,364 5.1

不動産管理業 1,402 1,290 8.6

消去 △290 △289 －

計 9,204 8,804 4.5

　

④　レジャー・サービス業

利用運送事業(航空貨物事業)での取扱高の増加やホテル業でのビジネスホテルの新規開業等によ

り、営業収益は274億２千８百万円(5.9％増)となり、営業利益は９千８百万円となりました。

業種別営業収益

業種別
当第１四半期
連結会計期間
(百万円)

前第１四半期
連結会計期間
(百万円)

増減率
(％)

利用運送事業 19,536 17,649 10.7

ホテル業 4,430 4,154 6.6

娯楽業 1,006 1,095 △8.1

旅行業 1,453 1,381 5.3

広告代理店業 2,042 2,116 △3.5

飲食・喫茶業 894 922 △3.0

その他 1,033 1,079 △4.2

消去 △2,969 △2,490 －

計 27,428 25,907 5.9
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⑤　その他の事業

整備・解体・修理業での取扱高の増加及び販売価格の上昇等により、営業収益は103億８千８百万円

(8.4％増)となりましたが、売上原価の増加やＩＣカード事業における初期費用や減価償却費の増加等

により４億９千３百万円の営業損失となりました。

業種別営業収益

業種別
当第１四半期
連結会計期間
(百万円)

前第１四半期
連結会計期間
(百万円)

増減率
(％)

整備・解体・修理業 3,969 3,188 24.5

自動車製造業 2,177 2,285 △4.7

電気工事業 974 566 72.0

建設・土木・設計業 1,043 1,431 △27.1

建設資材製造販売業 1,805 1,555 16.1

その他 841 833 0.9

消去 △423 △274 －

計 10,388 9,585 8.4

　

　　所在地別セグメントの業績は次のとおりです。

　

日本は営業収益765億８千９百万円、営業利益22億６千４百万円、アジアは営業収益44億９千２百万

円、営業利益１億６千４百万円、北米は営業収益32億３千５百万円、営業利益１億７千１百万円、ヨー

ロッパは営業収益30億１千３百万円、営業利益１億４千３百万円となりました。

　

(2)　財政状態

(資産)

資産は、受取手形及び売掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ64億２百万円減少し、4,055億１

百万円となりました。

(負債)

負債は、支払手形及び買掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ50億１千７百万円減少し、2,939

億９千３百万円となりました。

(純資産)

純資産は、配当等による利益剰余金の減少等により前連結会計年度末に比べ13億８千５百万円減少

し、1,115億７百万円となりました。
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(3)　キャッシュ・フロー

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度

末に比べ29億６千３百万円減少し216億２千６百万円となりました。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は、税金等調整前四半期純利益10億１千６百万円、減価償却費50億５千

４百万円等により68億４百万円となりました。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は、固定資産の取得による支出が88億６千万円、工事負担金等受入によ

る収入が12億７千８百万円等で74億４千８百万円となりました。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により使用した資金は、配当金の支払額が13億８千５百万円等で16億４千９百万円となり

ました。

　

　(注)「営業活動」及び「投資活動」による各キャッシュ・フローについては、消費税等が含まれています。
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(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上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127条各号に掲げる事項）は次のとおりです。

　
① 基本方針の内容

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が

企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者であ

る必要があると考えます。

　当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益

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。また、株式会社の支配権の移転を

伴う買付提案についての判断は、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考え

ています。

　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ひいては株主共同の利益に対

する明白な侵害をもたらすおそれがあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するもの、対象会社の取

締役会や株主が株式の大量買付の内容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、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件

をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益

に資さないものも少なくありません。

　当社グループは、鉄道・バス等により形成される広範な交通ネットワークを事業の基盤とし、不動産

事業、航空貨物事業、旅行事業、流通事業、ホテル事業、レジャー事業等幅広い事業展開を行うことによ

り、主軸の鉄道・バス事業における利用者数の拡大と事業の多角化による総合的な収益性の向上に努

めております。そのためには、鉄道・バス路線の沿線において、商業施設の開発・運営、小売業の展開、

住宅・マンションの開発等を行い、沿線の魅力や価値 (沿線価値）を高めることが重要です。また、鉄

道・バスといった公共性の高い事業においては、利潤追求にも限界があることから、沿線を中心に関連

性の高い事業を多角的に展開することが必要です。

　このような理由から、当社グループは地域と密接に関連した事業展開を行うことにより、地域社会の

信頼を獲得するとともに、西鉄ブランドを確立し、沿線価値の向上、収益性の拡大に努めてまいりまし

た。一方、運輸事業や付帯事業の展開で培った西鉄ブランドを基礎に、航空貨物事業やビジネスホテル

等、域外への柔軟な事業展開を図ることにより、グループ全体の価値の創造に努めております。このよ

うに、当社グループにとりましては、各々の事業セグメントの密接な結びつきにおいてグループとして

の総合力を発揮し、一体的な経営を行うことが極めて重要であります。

　当社株式の買付けを行う者がこれら当社グループの企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確

保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになり

ます。このような濫用的な買収に対しては、当社は必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

 

　
② 基本方針実現のための取り組みの具体的内容

ア．基本方針の実現に資する特別な取り組み

　変化の激しい時代にあって、当社グループが企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくために

は、地域の交通機関として利用者および地域社会に支持され、より存在感のある企業グループとして

発展していくことが必要です。そのために、当社は、「『出逢いをつくり、期待をはこぶ』事業を通し

EDINET提出書類

西日本鉄道株式会社(E04110)

四半期報告書

 9/31



て、“あんしん”と“かいてき”と“ときめき”を提供しつづけ、地域とともに歩み、ともに発展し

ます。」という「西鉄グループ企業理念」に基づき、①お客様の期待に応え、何より安全で、良質な

サービスを提供し続けていくこと、②人間性を尊重し、人を活かし育む「人を活かす経営」を実践し

ていくこと、③時代の要請を的確にとらえ、社会の共感を得られる新しい事業価値を創造していくこ

と、④個性や自立性を尊重し、連携、協働しあってグループの総合力を発揮していくことに努めてお

ります。

　当社は、平成19年度からの３ヵ年計画である「西鉄グループ第11次中期経営計画」（以下「第11次

中期経営計画」といいます。）を策定し、「成長に挑戦する西鉄グループ」のビジョンのもと、安全

マネジメントやＣＳＲ経営を推進するとともに、新規事業の開拓や新たな事業展開による収益基盤

の構築を図り、企業価値の向上に取り組んでおります。

　さらに、コーポレートガバナンスの強化のため、従来より当社では、独立性の高い社外取締役を２名

選任しているほか、独立性の高い社外監査役を選任し、業務執行に対する監督を強化すべく努めてま

いりました。そのほか、平成18年６月からは、取締役の任期を１年に短縮するとともに、執行役員制度

を導入しております。

 

イ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及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18年５月15日開催の取締役会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策」

（以下「本プラン」といいます。）の導入を決議し、同年６月開催の第166期定時株主総会において

本プランの導入について承認を得ております。

　本プランは、当社株券等の大量取得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

必要かつ十分な情報や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等により、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的としております。

　本プランは、①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買

付等、または②当社が発行者である株券等について、公開買付け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けに該当する当社株券等の買

付もしくはこれに類似する行為またはその提案（以下「買付等」と総称します。）がなされる場合

を適用対象とします。

　当社の株券等について買付等が行われる場合、当該買付等を行おうとする者（以下「買付者等」と

いいます。）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を遵守する旨の誓約

文言等を記載した書面を提出していただきます。その後、買付者等から提出された情報や当社取締役

会からの意見や根拠資料、これに対する代替案（もしあれば）等が、独立社外者から構成される独立

委員会に提供され、その評価・検討を経るものとします。独立委員会は、独立した外部専門家等の助

言を独自に得たうえ、買付内容の評価・検討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との

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定める手続を遵守しなかった場合、または当該買付等の内容

の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に

対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合等、本プランに定める要件に該当し、後

述する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、独立委員会規則

に従い、当社取締役会に対して、かかる新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。この

新株予約権には、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および当社が買付者等以

外の者から当社普通株式と引き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
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おり、また、その新株予約権者は、原則として、１円から当社普通株式１株の時価の２分の１の範囲内

で別途取締役会が定める金額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式１株を取得

することができます。

　当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権無償割当ての実施または不実

施等の決議を行うものとします。当社取締役会は、上記決議を行った場合は速やかに、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28日まで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、①当社の株主総会において本

プランに係る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委任を撤回する旨の決議が行

われた場合、または、②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ことになります。

　本プラン導入後においても、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、本プランが発動され、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を行わなければ、その保有する株式が希釈化される場

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、株式の希釈化

は生じません。）。

 

③ 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　当社の第11次中期経営計画およびコーポレートガバナンスの強化のための上記施策は、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたもの

であり、まさに上記基本方針の実現に資するものです。したがって、これらの取り組みは、上記基本方針

に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、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。

　また、本プランは、上記②イ．記載のとおり、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる目

的をもって導入されたものであり、同じく基本方針に沿うものです。さらに、本プランは、株主総会にお

いて株主の承認を得たうえ導入されたものであること、その内容として発動に関する合理的かつ客観

的な要件が設定されていること、独立性の高い社外取締役および社外監査役によって構成される独立

委員会が設置されており、本プランの発動に際しては独立委員会の判断を経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を利用することができるとされていること、有効期間

が約３年と定められたうえ、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、ま

た、当社取締役の任期は１年とされていること等により、その公正性・客観性が担保されており、企業

価値ひいては株主共同の利益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

特記すべき事項はありません。

EDINET提出書類

西日本鉄道株式会社(E04110)

四半期報告書

11/31



第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四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

① 変更

　前連結会計年度末に計画していた設備計画について、当第１四半期連結会計期間において重要な変

更はありません。

② 完了

　前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当第１四半期連結会計期間において完了したも

のは、次のとおりです。

　　　　(提出会社)

件名
事業の種類別
セグメントの名称

投資額
(百万円)

完了年月

ICカード開発
運輸業
不動産業
その他の事業

4,872平成20年5月

西鉄イン小倉増築工事 不動産業 1,523平成20年5月

　

　　　　(国内子会社)

会社名 件名
事業の種類別
セグメントの名称

投資額
(百万円)

完了年月

㈱西鉄ホテルシステムズ

西鉄イン小倉増築に伴う
什器・備品購入

レジャー・
サービス業

225平成20年5月

西鉄イン高知開業に伴う
什器・備品購入

レジャー・
サービス業

154平成20年6月

　

③ 新規計画

　当第１四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規計画はありません。
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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 1,000,000,000

計 1,000,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８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 396,800,930同　左
東京証券取引所
（市場第一部）
福岡証券取引所

―

計 396,800,930同　左 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

　

(4) 【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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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20年４月１日～
平成20年６月30日

― 396,800 ― 26,157 ― 12,914

　

(5) 【大株主の状況】

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握して

おりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しています。

① 【発行済株式】

平成20年３月31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   1,194,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 391,837,000391,837 ―

単元未満株式 普通株式   3,769,930 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数          396,800,930 ― ―

総株主の議決権 ― 391,837 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が64,000株(議決権64個)含まれています。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31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)
西日本鉄道株式会社

福岡市中央区天神一丁目
11番17号

1,194,000― 1,194,0000.30

計 ― 1,194,000― 1,194,0000.30

(注)　当第１四半期会計期間末の自己株式数は、1,200,000株です。

　

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20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 380 385 371

最低(円) 352 358 348

(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す。
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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

す。

　

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
専務執行役員

(事業創造本部・ＩＣカード
事業部・天神委員会・西鉄ブ
ランド委員会担当、事業創造

本部長)

取　締　役
専務執行役員

(事業創造本部・天神委員会
・西鉄ブランド委員会担当、

事業創造本部長)
 

陶　山　秀　昭 平成20年７月１日

取　締　役
常務執行役員

(国際物流事業本部担当、国際
物流事業本部長)

取　締　役
常務執行役員

(航空貨物事業本部担当、航空
貨物事業本部長)

北古賀　正　司 平成20年７月１日

(注)　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取締役が兼務しない執行役員の異動は、

次のとおりです。

　　　　執行役員　高木栄二　新役名および職名　国際物流事業本部副本部長

　　　　　　　　　　　　　　旧役名および職名　航空貨物事業本部副本部長

　　　　　　　　　　　　　  異動年月日　　　　平成20年７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)に基づいて作成しています。

　

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、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期

レビューを受けています。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法

人から名称変更しています。
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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１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,967 20,838

受取手形及び売掛金 ※３
 29,074

※３
 37,626

有価証券 2,000 4,000

販売土地及び建物 21,659 22,532

商品 4,109 3,604

製品 18 19

原材料及び貯蔵品 2,163 1,526

仕掛品 3,195 1,986

繰延税金資産 5,162 3,924

その他 5,347 4,309

貸倒引当金 △181 △204

流動資産合計 92,518 100,164

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 165,250 165,136

機械装置及び運搬具（純額） 21,838 21,547

土地 64,385 64,425

建設仮勘定 3,708 8,095

その他（純額） 6,691 5,624

有形固定資産合計 ※１
 261,873

※１
 264,828

無形固定資産

のれん ※４
 952

※４
 1,026

その他 7,203 4,196

無形固定資産合計 8,155 5,223

投資その他の資産

投資有価証券 31,674 30,235

繰延税金資産 6,429 6,239

その他 5,426 5,707

貸倒引当金 △577 △495

投資その他の資産合計 42,953 41,687

固定資産合計 312,982 311,739

資産合計 405,501 411,903

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 34,778 43,652

短期借入金 42,316 41,548

1年内償還予定の社債 8,000 8,000

未払消費税等 1,017 1,077

未払法人税等 1,906 1,722

前受金 3,829 3,542

賞与引当金 7,993 5,034

その他の引当金 ※５
 1,395

※５
 1,388

その他 20,162 16,123

流動負債合計 121,399 122,090
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日)

固定負債

社債 40,000 40,000

長期借入金 68,741 69,667

繰延税金負債 3,332 2,520

退職給付引当金 13,613 13,741

その他の引当金 ※５
 1,340

※５
 1,800

長期預り保証金 45,471 49,147

その他 96 42

固定負債合計 172,594 176,920

負債合計 293,993 299,011

純資産の部

株主資本

資本金 26,157 26,157

資本剰余金 12,920 12,920

利益剰余金 61,555 63,065

自己株式 △428 △426

株主資本合計 100,205 101,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,126 8,163

繰延ヘッジ損益 2 △7

為替換算調整勘定 △467 259

評価・換算差額等合計 8,661 8,416

少数株主持分 2,640 2,758

純資産合計 111,507 112,892

負債純資産合計 405,501 411,903
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(2) 【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

営業収益 86,280

営業費

運輸業等営業費及び売上原価 77,781

販売費及び一般管理費 ※１
 5,743

営業費合計 ※１
 83,525

営業利益 2,755

営業外収益

受取利息 32

受取配当金 364

雑収入 192

営業外収益合計 588

営業外費用

支払利息 727

持分法による投資損失 22

雑支出 106

営業外費用合計 856

経常利益 2,487

特別利益

固定資産売却益 114

投資有価証券売却益 104

工事負担金等受入額 99

特別利益合計 318

特別損失

固定資産圧縮損 ※２
 211

減損損失 144

たな卸資産評価損 1,304

その他 129

特別損失合計 1,789

税金等調整前四半期純利益 1,016

法人税、住民税及び事業税 2,077

法人税等調整額 △1,248

法人税等合計 828

少数株主利益 114

四半期純利益 72
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６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 1,016

減価償却費 5,054

のれん償却額 51

減損損失 144

固定資産除却損 6

固定資産圧縮損 211

たな卸資産評価損 1,304

工事負担金等受入額 △99

固定資産売却損益（△は益） △114

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,958

退職給付引当金の増減額（△は減少） △125

その他の引当金の増減額（△は減少） △452

受取利息及び受取配当金 △396

支払利息 727

投資有価証券売却損益（△は益） △104

売上債権の増減額（△は増加） 6,089

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,782

その他の資産の増減額（△は増加） △697

仕入債務の増減額（△は減少） △5,120

未払消費税等の増減額（△は減少） △63

その他の負債の増減額（△は減少） 1,310

その他 68

小計 8,985

利息及び配当金の受取額 407

利息の支払額 △793

法人税等の支払額 △1,795

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △8,860

固定資産の売却による収入 48

投資有価証券の取得による支出 △19

投資有価証券の売却による収入 109

工事負担金等受入による収入 1,278

その他 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,448

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） 144

長期借入れによる収入 3,300

長期借入金の返済による支出 △3,603

配当金の支払額 △1,385

その他 △104

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,649

現金及び現金同等物に係る換算差額 △670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,963

現金及び現金同等物の期首残高 24,590

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 21,626
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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１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　連結の範囲の変更

(1)当第１四半期連結会計期間よりNNR・グローバル
・ロジスティクス(フィリピン)を新たに連結の範
囲に含めることにしました。連結子会社である西
鉄観光バス株式会社及び西鉄北九州観光株式会社
は九州観光バス株式会社と合併しました。

(2)変更後の連結子会社の数

   82社

２　会計処理の原則及び手続の変更

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

たな卸資産の評価基準及び評価方法について　

は、従来、販売土地及び建物は個別法による原価

法に、その他のたな卸資産は主として移動平均

法による原価法によっていましたが、当第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」(企業会計基準第９号　平成18年７

月５日)が適用されたことに伴い、販売土地及び

建物については個別法による原価法(貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法)に、その他のたな卸資産については

主として移動平均法による原価法(貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法)により算定しています。

これにより従来の方法によった場合と比較して

営業利益及び経常利益は０百万円減少し、税金

等調整前四半期純利益は1,304百万円減少して

います。

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所

に記載しています。

(2)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計

 　　処理に関する当面の取扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表

作成における在外子会社の会計処理に関する当

面の取扱い」(実務対応報告第18号　平成18年５

月17日)を適用しています。

これによる損益への影響はありません。

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所

に記載しています。
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当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

(3)リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっていましたが、「リース取引に関す

る会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６

月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３

月30日改正))及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号

(平成６年１月18日(日本公認会計士協会　会計

制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成20

年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四

半期連結財務諸表から適用することができるこ

とになったことに伴い、当第１四半期連結会計

期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の

売買取引に係る会計処理によっています。また、

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しています。

リース取引開始日が会計基準等の適用初年度開

始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

じた会計処理を引き続き採用しています。

これらによる損益への影響は軽微であります。

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所

に記載しています。

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関し

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

によっています。

また、たな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います。

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固定資産については、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

る方法によっています。
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【追加情報】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

有形固定資産の耐用年数の変更

当社及び国内連結子会社が保有する機械装置について

は、従来、耐用年数を６～20年としていましたが、当第１

四半期連結会計期間より法人税法の改正を契機に見直

しを行い、７～15年に変更しています。

これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益は16百万円減少しています。

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載し

ています。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※ １　(1)有形固定資産の減価償却累計額は324,166百万

円です。

(2)租税特別措置法第64条(収用等)などの適用を
受けて新たに取得した有形固定資産の取得価
額について112百万円の圧縮記帳を行ってい
ます。

(3)有形固定資産の取得価額から控除した工事負
担金等の圧縮記帳累計額は76,118百万円で
す。

    ２　当企業集団は下記の会社等の借入金及び営業取
　　　　引に係わる債務に対し、次のとおり保証及び保
　　　　証予約等を行っています。

保証先
保証額
(百万円)

(保証債務)

新栄町商店街振興組合 180

株式会社別府交通センター 60

NNR・グローバル・
ロジスティクス(M)

5

小計 245

(保証予約等)

西日本鉄道住宅会 1,692

小計 1,692

合計 1,938

 　 ３　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 58百万円

 　 ４　のれん及び負ののれんの表示
　　　　のれん及び負ののれんは、相殺して表示して
　　　　います。相殺前の金額は以下のとおりです。
 

のれん 1,113百万円
負ののれん 161百万円

差引 952百万円

※  １　(1)有形固定資産の減価償却累計額は320,555百

万円です。
(2)租税特別措置法第64条(収用等)などの適用
を受けて新たに取得した有形固定資産の取得
価額について245百万円の圧縮記帳を行って
います。

(3)有形固定資産の取得価額から控除した工事
負担金等の圧縮記帳累計額は76,018百万円で
す。

　  ２　当企業集団は下記の会社等の借入金及び営業取
　　　　引に係わる債務に対し、次のとおり保証及び保
　　　　証予約等を行っています。

保証先
保証額
(百万円)

(保証債務)

新栄町商店街振興組合 180

株式会社別府交通センター 70

NNR・グローバル・
ロジスティクス(M)

5

小計 255

(保証予約等)

西日本鉄道住宅会 1,774

小計 1,774

合計 2,030

 　 ３　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 127百万円

 　 ４　のれん及び負ののれんの表示
　　　　のれん及び負ののれんは、相殺して表示して
　　　　います。相殺前の金額は以下のとおりです。
 

のれん 1,201百万円
負ののれん 174百万円

差引 1,026百万円

 　 ５　流動負債及び固定負債のその他の引当金の内
　　　　訳は次のとおりです。

(流動負債）

役員等賞与引当金 89百万円
厚生年金基金引当金 1,305百万円

合計 1,395百万円

(固定負債）

役員等退職慰労金引当金 1,049百万円

旅行券等引換引当金 105百万円
ポイント引当金 185百万円

合計 1,340百万円

 　 ５　流動負債及び固定負債のその他の引当金の内
　　　　訳は次のとおりです。

(流動負債）

役員等賞与引当金 83百万円
厚生年金基金引当金 1,305百万円

合計 1,388百万円

(固定負債）

役員等退職慰労金引当金 1,523百万円

旅行券等引換引当金 108百万円
ポイント引当金 168百万円

合計 1,800百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※ １　(1)販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりで

　 す。

人件費 3,007百万円

経費 2,189百万円

諸税 176百万円

減価償却費 294百万円
のれん償却額 76百万円

合計 5,743百万円
(2)営業費のうち、引当金繰入額の主なものは次
のとおりです。　
賞与引当金 3,258百万円

役員等賞与引当金 50百万円

ポイント引当金 18百万円

退職給付引当金 1,052百万円

(退職給付費用)

役員等退職慰労金引当金 57百万円

２　固定資産圧縮損は租税特別措置法第64条による圧

縮額112百万円、法人税法第42条による圧縮額99

百万円です。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６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
貸借対照表に記載されている科目の金額との関
係(平成20年６月30日現在）

現金及び預金勘定 19,967百万円

有価証券勘定 2,000百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△341百万円

現金及び現金同等物 21,626百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)

及び当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 396,800

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 1,200

　

３　新株予約権等に関する事項

　　  該当する事項はありません。

　

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20年６月27日
定時株主総会

普通株式 1,582 4.00平成20年３月31日平成20年６月30日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第１四半期連結累計期間末までに属する配当のうち、配当

の効力発生日が当第１四半期連結累計期間の末日後となるもの

  　　 該当する事項はありません。　　　

　

  ５　株主資本の著しい変動に関する事項

  　　 該当する事項はありません。　　　

　

(リース取引関係)

リース取引開始日が、「リース取引に関する会計基準」等の適用初年度開始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て処理を行っていますが、当四半期連

結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載

を省略しています。

　

(有価証券関係)

　有価証券については、前連結会計年度の末日と比べて著しい変動が認められないため、記載を省略してい

ます。

　

(デリバティブ取引関係)

　ヘッジ会計(為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については振当処理)を適用しているため、

開示の対象から除いています。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

運輸業
(百万円)

流通業
(百万円)

不動産業
(百万円)

レジャー・
サービス業

(百万円)

その他の
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 25,11725,0519,20427,42810,38897,190(10,910)86,280

営業費 24,16424,7027,34727,32910,88294,426(10,901)83,525

営業利益又は
営業損失(△)

953 348 1,856 98 △493 2,763 (8) 2,755

(注) １　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

２　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、事業を区分していま

す。

３　各事業区分の主要な事業内容

運輸業　　　　　　　　　　　鉄道事業、バス事業等を行っています。

流通業　　　　　　　　　　　ストア業、石油製品販売業、フォークリフト販売業等を行っています。

不動産業　　　　　　　　　　不動産賃貸業、不動産分譲業、不動産管理業を行っています。

レジャー・サービス業　　　　利用運送事業、ホテル業、広告代理店業等を行っています。

その他の事業　　　　　　　　整備・解体・修理業、自動車製造業、電気工事業等を行っています。

４　当第１四半期連結累計期間における営業費は、全額各セグメントに配賦しており、消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費はありません。

５　会計処理の方法の変更

(1)たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

「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」２(1)に記載のとおり、当第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　平成18年７月５日)を適用し

ています。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。

(2)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

「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」２(2)に記載のとおり、当第１四半期

連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報

告第18号　平成18年５月17日)を適用しています。これによるセグメント情報に与える影響はありません。

(3)リース取引に関する会計基準の適用

「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」２(3)に記載のとおり、当第１四半期

連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議

会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会　会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用して

います。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。

６　追加情報

有形固定資産の耐用年数の変更

「追加情報　有形固定資産の耐用年数の変更」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社が保有する機械装

置の耐用年数を変更しています。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。
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【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

ヨーロッパ
(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 76,589 4,492 3,235 3,013 87,330(1,050)86,280

営業費 74,324 4,328 3,063 2,869 84,585(1,060)83,525

営業利益 2,264 164 171 143 2,744 10 2,755

(注) １　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

２　国又は地域の区分の方法

地理的近接度により、国又は地域の区分をしています。

３　日本以外の区分に属する主な国または地域

アジア　　　　　　　　　　　中国、シンガポール、タイ

北米　　　　　　　　　　　　アメリカ

ヨーロッパ　　　　　　　　　イギリス、ドイツ、ハンガリー

４　当第１四半期連結累計期間における営業費は、全額各セグメントに配賦しており、消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費はありません。

５　会計処理の方法の変更

(1)たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

「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」２(1)に記載のとおり、当第１四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号　平成18年７月５日)を適用し

ています。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。

(2)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

「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」２(2)に記載のとおり、当第１四半期

連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報

告第18号　平成18年５月17日)を適用しています。これによるセグメント情報に与える影響はありません。

(3)リース取引に関する会計基準の適用

「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」２(3)に記載のとおり、当第１四半期

連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議

会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会　会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用して

います。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。

６　追加情報

有形固定資産の耐用年数の変更

「追加情報　有形固定資産の耐用年数の変更」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社が保有する機械装

置の耐用年数を変更しています。これにより従来の方法によった場合と比較して営業費は日本で16百万円増

加し、営業利益が同額減少しています。
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【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高は、連結営業収益の10％未満のため、記載を省略しています。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

275.19円 278.39円

　

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

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額　　0.18円

　　(注)１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記
　　　　　　載していません。
　　　　２　１株当たり四半期純利益金額の算定の基礎は以下のとおりです。

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年６月30日)

四半期純利益金額(百万円) 72

普通株主に帰属しない金額
(百万円)

普通株式に係る
四半期純利益金額(百万円)

72

期中平均株式数(千株) 395,603

　

(重要な後発事象)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年６月30日)

当社は、平成20年７月31日開催の取締役会において、無
担保社債の発行を行う旨を決議しました。
その概要は次のとおりです。

発行総額 100億円以下

利率 年2.5％以下

発行年月日
平成20年８月１日から
平成20年９月30日まで

年限 10年以内

使途
設備資金・社債償還資金
及び借入金返済資金

　

２【その他】

特記すべき事項はありません。
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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20年８月12日

西日本鉄道株式会社

取　締　役　会　　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　行    正    晴    實   印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　東          能 利 生   印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　森          行    一   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」に掲げられている西日本

鉄道株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平

成20年４月１日から平成20年６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、西日本鉄道株式会社及び連結子会社の平成20

年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ

・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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