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東京証券取引所では、上場会社の持
続的な成長と中長期的な企業価値向上を

支え、多様な投資者から高い支持を得られる魅力
的な市場を提供することにより、豊かな社会の実
現に貢献することを目的に、現在、「市場第一部」
等４つある市場区分について、2022年４月を目途
に「プライム市場・スタンダード市場・グロース
市場」の３つの市場区分に見直すことを予定して
おります。

取締役社長

株主の皆様へ、東武グループの
概況についてご説明いたします。

当社におきましては、東京証券取引所より、新
市場区分における上場維持基準への適合状況に関
する一次判定結果を受領し、「プライム市場」の上
場維持基準に適合している旨を確認いたしました。

この結果を踏まえるとともに、当社グループの
持続的な成長と中長期的な企業価値向上を見据
え、10月29日開催の取締役会において、「プラ
イム市場」を選択し、東京証券取引所へ申請する
ことを決議いたしました。

当社は、長期にわたる経営基盤の拡充
のため、財務健全性に配慮しつつ、業績

と経営環境を総合的に勘案しながら、安定配当を
継続することを基本方針としております。

当期につきましては、新型コロナウイルス感染
収束が見通せず、引き続き厳しい事業環境が見
込まれることから、慎重に検討いたしました結果、

中間配当においては、1株当たり10円に決定させ
ていただきました。

今後とも、事業構造改革の推進による収益の
拡大と各種費用の見直しを進めてまいりますので、
なにとぞご理解とご支援を賜りますようお願い申
し上げます。

株主の皆様には、格別のご高配を賜り
厚くお礼申し上げます。

当上半期のわが国経済は、度重なる緊急事態
宣言の発出や新型コロナウイルス感染者数の急増
等により個人消費の落込みが続いており、厳しい
状況で推移いたしました。

当社グループにおきましても、外出自粛やテレ
ワークの浸透による影響を前期に引き続き受けて
おりますが、お客様の暮らしに密着した事業を通じ
て沿線地域での持続的な発展に貢献する企業集団
として、お客様と従業員の新型コロナウイルス感染
症対策を講じながら、各事業を推進いたしました。

また、当期の経営課題である連結経常利益の
確保や有利子負債の削減に向けて、コストの徹底

的な削減や生活ニーズの多様化に応える事業を
推進し、経営体質の強化をはかってまいりました。

当上半期の連結業績は、営業収益は2,338億
31百万円（前年同期比1.8％増）、営業利益は
66億78百万円（前年同期は166億18百万円の
営業損失）、経常利益は86億20百万円（前年同
期は168億60百万円の経常損失）、親会社株主
に帰属する四半期純利益は16億64百万円（前年
同期は224億37百万円の親会社株主に帰属する
四半期純損失）となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計
基準第29号 2020年３月31日）等を当期の期首
から適用しております。前年同期比較は基準の異
なる算定方法にもとづいた数値を用いております。

東京証券取引所の市場区分見直しについて教えてくださいQ

A

A

中間配当について教えてくださいQ

当上半期の業績について教えてくださいQ

A

※市場区分見直しに伴い、株主様に行っていただくお手続きはございません。

株主の皆様へ
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CLOSE-UP
東武グループの持続的な成長に向けて
都市部・郊外部・観光地を有する鉄道ネットワークを活かし、新たなニーズに応えるサービスを提供します。

「TOBU POINT（トブポ）」新サービス

東武線乗車でたまる「トブポマイル」を�
� 開始しました！

TOBU POINT アプリに登録したPASMOで東武線
をご乗車いただくと、トブポマイルがたまるサービス
です。

魅力的なサービスを拡大し、需要動向の変化を捉えた�
鉄道利用者のさらなる獲得を目指します。

日光エリアの国際エコリゾート化実現に向けて、
歴史・文化・自然が共生する環境にやさしい観光地の確立を目指します。

鉄道・バスをセットにしたお得なデジタルきっぷのほか、電気自動車等のカーシェ
アリングやシェアサイクル、低公害バス等の環境にやさしいモビリティと、歴史・
文化施設等の拝観・入場チケット等の観光コンテンツを、ワンストップでご利用い
ただけ、スマートフォンから簡単に、検索・予約・決済が可能となるサービスです。

「NIKKO MaaS」ってなんですか？

今まで

個別予約

個別決済

スマホ1台で環境にやさしいシームレスな旅を実現

国内初の環境配慮型・観光M
マ ー ス

aaS

「NIKKO�MaaS」を開始しました！

「トブポマイル」 
はどのように 
使えますか？

詳しくはこちら 

▲

検 索トブポマイル

トブポマイルを使うには、次の2つの方法があります。

▲

  TOBU POINT  
公式キャラクター「トブタン」

詳しくはこちら 

▲

検 索日光マース

鉄道

バス

EV

拝観券

シェアサイクル

アクティビティ

「トブポマイル」とはどのようなサービスですか？

※マイルの付与条件の詳細につきましては、下記QRコードよりご覧ください。

※ TOBU POINT アプリまたはマイページで
申し込みが必要です。※ TOBU POINTへ交換後の取り消しはできません。

※ PASMOは株式会社パスモの登録商標です。
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営業収益

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益

営業利益

総資産

経常利益

純資産

2021年度
（第202期）

2020年度2019年度

通期第2四半期

6,538

3,3493,349

4,940
（予想）

2,3382,338

（億円）

4,963

2,296

2019年度 2021年度
（第202期）

2020年度

通期第2四半期

△224（第2四半期）
△249（通期）

355
223223 49

（予想）1616

（億円）

2021年度
（第202期）

2020年度2019年度

通期第2四半期
626
371371 142

（予想）
6666

（億円）

△166（第2四半期）
△135（通期）

2021年度
（第202期）
第2四半期

2020年度2019年度

16,74316,82416,560
（億円）

2021年度
（第202期）

2019年度 2020年度

通期第2四半期
584
348348 148

（予想）
8686

（億円）

△168（第2四半期）
△98（通期）

2021年度
（第202期）
第2四半期

2020年度2019年度

4,5354,5314,739
（億円）

前期の緊急事態宣言による落込みからの回復等により、営業
収益は845億45百万円（前年同期比11.6％増）、営業利益は
51億33百万円（前年同期は64億73百万円の営業損失）と 
なりました。

運輸事業

旅行業における新規業務の受託や収益認識に関する会計基
準等の適用等により営業収益は350億68百万円（前年同期
比135.2％増）、厳しい事業環境が続く中で各種コストの削減
に努めたものの営業損失は47億38百万円（前年同期は128
億19百万円の営業損失）となりました。

レジャー事業

不動産分譲業において大規模マンションの販売が好調に推移
したこと等により、営業収益は349億65百万円（前年同期比
50.7％増）、営業利益は84億84百万円（前年同期比46.7％
増）となりました。

不動産事業

収益認識に関する会計基準等の適用やストア業における前期
の内食需要の反動等により、営業収益は667億77百万円（前
年同期比33.8％減）、営業損失は30億70百万円（前年同期
は31億53百万円の営業損失）となりました。

流通事業

営業収益は425億６百万円（前年同期比0.4％増）、営業利益
は10億98百万円（前年同期比255.1％増）となりました。

その他事業

2021年度第2四半期		決算のポイント
事業内容へのご理解を一層深めていただくことを目的として、次のとおり開催いたします。

株主様向けダイヤグラム作成教室について

内容

応
募
券

20
21

.9
株主
様向
け作
成教
室

キリトリ線※1 株主番号は、本誌同封の「配当金計算
書」の右上に記載の９桁の数字です。

※2 忘れずにご記入ください。
※3 本ページ右下の応募券を切り取りの
うえ貼付してください。

郵便はがきに必要事項をご記入
のうえ応募ください。
ご記入内容に不備がある場合
は無効となります。

開催日 2022年２月19日（土）
予定時間 13：30～16：00
集合場所 東武日光線　南栗橋駅

開催内容

応募方法

対象者

当社株主様（2021年９月30日時点で100株以上保有の株主様）
● 株主様お１人につき、同伴者１名様まで可。同伴者様は株主様でなくても結構です。
● 小学３年生以上の方がご参加いただけます。

参加費

無料（現地までの往復交通費は参加者様のご負担となります。）

募集人数

同伴者様を含めて20名様

応募締切

2021年12月20日（月）必着
当選のご連絡

当選の発表につきましては、当選者様への
連絡（2022年１月下旬発送予定）をもって
代えさせていただきます。

東京都墨田区
押上２-18-12

東武鉄道㈱
総務法務部
作成教室担当 宛

1 3 1  8 5 2 263円
切手

※3

注意事項
● 諸般の事情により内容が変更または中止となる場合も

ございます。
● 当選した権利は他人へ譲渡することはできません。
● 当日は、マスク着用、検温等の新型コロナウイルス感染

拡大防止対策を実施いたします。
● 本作成教室用の駐車場は用意しておりません。公共交

通機関をご利用のうえお越しください。
● 当日、当社にて撮影した写真等は、当社の広報活動に 

おいて使用させていただく場合がございます。
● ご応募に際していただいた個人情報に 

つきましては、当選者様へのご連絡等本
作成教室を実施するうえで必要な範囲に 
おいてのみ使用させていただきます。

※�落選された方への連絡はございませんの
でご了承ください。

詳しくはこちら 

▲

検 索東武鉄道  IR

ダイヤグラムとは、１日の列車の動きがひと目でわかるように線を使って表
した図表のことです。鉄道運行の仕組みをご理解いただくため、ダイヤ作成
の基本的なルールのご説明や、ダイヤ作成の体験を予定しております。
同伴されるお子様も体験いただけるよう基礎的な内容となっております 
ので、あらかじめご了承ください。

①  株主様氏名（フリガナ）
②  株主番号※1
③  年齢※2
④  郵便番号、住所
⑤  電話番号
 （当日の連絡先）
⑥  同伴者様の有無
⑦  同伴者様の氏名 

（フリガナ）、年齢、 
株主様との関係

※		新型コロナウイルス感染症の状況等により、内容を変更または中止させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※		開催日10日前を目途に、開催の有無を判断させていただきます。

ダイヤ作成（イメージ）

●  お申込み多数の場合は抽選となりますので、 
あらかじめご了承ください。

株主
様向
け作
成教
室

※「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当期の期首から適用しております。前年同期比較は基準の異なる算定方法にもとづいた数値を用いております。

連結決算の概要
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会社概要（2021年9月30日現在）

商 号 東武鉄道株式会社
設 立 年 月 日 1897年11月1日
本 店 所 在 地 東京都墨田区

押上一丁目1番2号
資 本 金 1,021億3,597万1,747円
従 業 員 数 3,541名
発行可能株式総数 4億株
発行済株式の総数 2億981万5,421株
株 主 数 6万7,058名
事 業 内 容 ① 鉄道事業

② 不動産事業
③ その他の事業

役員（2021年9月30日現在）

【執行役員】
社長執行役員 根津　 嘉澄
副社長執行役員 角田　 建一
専務執行役員 三輪　 裕章

小代　 晶弘
関口　 幸一
小野寺 敏明

常務執行役員 横田　 芳美
吉野　 利哉

山本　　 勉
重田　 敦史

執 行 役 員 吉田　 辰雄 鈴木　 熊野
木村　 吉延 田邉　 哲也
福原　 秀之 岩澤　 貞裕
鈴木　 孝郎 眞島　　 朗
髙月　 京子

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月
配当金受領株主確定日 期末配当金 毎年3月31日／中間配当金 毎年9月30日

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
公 告 の 方 法 電子公告

https://www.tobu.co.jp/
koukoku/

株主メモ

【取締役】
代表取締役社長 根津　 嘉澄
代表取締役 三輪　 裕章
取 締 役 小代　 晶弘 小野寺 敏明

横田　 芳美 山本　　 勉
吉野　 利哉 重田　 敦史
柴田　 光義 安藤　 隆春
矢ケ崎 紀子 柳　　 正憲

【監査役】
常勤監査役 中嶋　 直孝 杉山　 知也
監 査 役 茂木 友三郎

林　　 信秀
福田　 修二

各種手続きのお問合せ先

● 住所変更、相続
● 配当金受取方法の変更
● 単元未満株式の買取・買増請求

証券口座にて 
株式を管理されている株主様 	お取引のある証券会社等

証券会社との 
お取引がない株主様

	三井住友信託銀行（特別口座管理機関）

	 TEL.0120-782-031（フリーダイヤル）

〒131-8522 東京都墨田区押上二丁目18番12号
TEL.03-5962-2067

この印刷物は、視認性が高く読みやすいユニバーサルデザインフォントを採用しております。
また、FSC®森林認証紙を用いて「森林資源の保全」に、植物油インキを用いて「大気保全」に配慮しています。くわえて印刷に使用した電力（1,300kwh）は、バイオマス発電に
よるグリーン電力により賄っております。なお、印刷用の紙に再生できますので、不要になった際は古紙回収・リサイクルにお出しください。

単元未満株式（1〜99株）をご所有の株主様へ
単元株式数に不足する数の当社株式を当社より市場価格
でご購入いただき、１単元（100株）におまとめいただける
単元未満株式買増制度がございます。

★★ 当社が単元未満株式を市場価格で買い取る単元未満株式買取制度もございますので、ぜひご利用ください。

例えば、70株ご所有の場合

￥

30株
買増後
100株

（1単元）
株主優待が
お受け取りになれます！

会社情報


