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■IR情報についてのお問合せ
経理部  企画担当 ✆042-337-3166
■株主優待についてのお問合せ
総務法務部  文書・株式担当 ✆042-337-3114
■電車の運賃や時刻、沿線のイベント情報についてのお問合せ
京王お客さまセンター ✆042-357-6161
9：00〜19：00（年末年始の12月30日から1月3日は休業）

この資料には、現時点における将来に関する前提・見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、
様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。

表 紙 の 説 明 井の頭線1000系車両（特別ラッピング車両他）

INVESTOR’S GUIDE けいおう
2014年6月発行

この企画は、株主様に当社および京王グループへ
のご理解を一層深めていただくことを目的として
開催いたします。

※1   株主番号は本誌と同封の「配当金領収証」または
「配当金計算書」に記載の９桁の数字です。

※2   本ページ左下の応募券を切取りのうえ貼付して
ください。

●参加希望コース№
　❶-1、❶-2、❷のいずれか1つ
●参加希望人数
　◯名
●株主様のお名前（フリガナ）
●株主番号　※１
●年齢
●郵便番号
●ご住所
●電話番号（日中のご連絡先）
●〔同伴の方のお名前（フリガナ）〕
●〔同伴の方の年齢〕
●応募券 貼付　※２
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見本

・本ページ左下の応募券（コピー不可）でいずれか１つのコースにお申込みいただけます。
・①のコースは①-1、①-2でお時間が異なりますのでご注意ください。特に指定がない場合、当社にて選択させていただきます。
・①のコース当日は休館日のため、当選者様以外のご入場はできません。また、一部のコンテンツは抽選になる場合があります。
・ご記入内容に不備があると無効となります。
・抽選結果についてのお電話でのご確認はご遠慮ください。なお、当選した権利を他人へ譲渡することはできませんのでご了承ください。
・ご記入いただいた個人情報は、施設への入退館管理、今後のIR活動等、必要な範囲内でのみ利用させていただきます。
・荒天等、諸般の事情により内容が変更または中止となる場合がございます。なお、その場合は当選された株主様にご連絡をさしあげます。
・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ので、あらかじめご了承ください。

注意事項

2014年1月8日、京王れーるランドにて施設見学会を実施いたしました。
参加された皆様の声（抜粋）
◦大人２人の参加だったので、見学のみ・・・と思っていましたが、実際に体験させていただけて、楽しかったし嬉しかったです。
◦１つ１つのアトラクションに全力で子供が楽しんでくれました。貴重な体験をありがとうございました。

実施報告

当社株主様（2014年3月31日時点で1,000株以上保有の株主様）
・同伴者は株主様でなくても結構です。
・❶のコースは1組3名様まで（年齢制限はございません）。
・❷のコースは1組2名様まで（小学生以上の方がご参加いただけます）。

対象者

応募締切 2014年7月11日（金）消印有効

コース№❶ 京王れーるランド
（前回の様子）

コース№❷ 
京王プラザホテル

（新宿）
スイートルーム
や、パティシエ
のデザート盛り
付け等の見学後、
ご試食をお楽し
みいただけます。

見学先 コース№❶ 京王れーるランド
京王れーるランドを楽しもう！

コース№❷ 京王プラザホテル(新宿)
ホテルのホスピタリティと
プロの技を楽しむ見学会

参加費 無料 （ ただし、ご自宅〜集合・解散場所間の往復交通費は参加者様のご負担とさせていただきます。）

応募要項 右記のとおり、郵便はがき（私製を除く）に必要事項をご記入のうえご応募ください。
・ お申込み多数の場合は抽選とさせていただきます。
・ 当選発表および見学内容の詳細は、当選者様へのご案内発送をもって代えさせていた

だきます。（2014年7月下旬発送予定）

コースNo 開催日
集合 解散

募集人員
時刻 場所 時刻（予定） 場所

❶-1 2014年8月20日（水）13:00 京王れーるランド 15:00 京王れーるランド（50組） 150名
❶-2 2014年8月20日（水）15:30 京王れーるランド 17:30 京王れーるランド（50組） 150名
❷ 2014年8月21日（木）13:30 京王プラザホテル（新宿）16:00 京王プラザホテル（新宿）（15組） 30名

開催内容

施設見学会



京王線・路線バス開業100周年への御礼

　平素は、京王グループをご愛顧いただきまして、

まことにありがとうございます。

　昨年4月15日に、京王の電車・バスは開業

100周年を迎え、当社では、これまでの感謝の

気持ちを込めて、「新しい京王れーるランドの開

業」や「記念配当の実施」など、さまざまな記

念施策を実施いたしました。

積極的な営業展開により
連結当期純利益は161億円を計上

　当期（2013年度）の京王グループは、2010年

度を初年度とする「京王グループ中期5カ年経営

計画」に基づき、公共輸送機関として欠かすこと

のできない安全性の向上や沿線の活性化を推進

するとともに、「コスト構造の転換」と「財務体質

の強化」を重視し、各セグメントにおいて着実に

事業活動を展開するとともに、「成長へのチャ

レンジ」にも取り組んでまいりました。その結果、

連結営業収益は、不動産業で販売戸数の増加、

ホテル業での外国人個人客の取込み等による客室

単価向上などの積極的な営業展開により増収と 

なりました。さらに、鉄道事業において昨年度実施

した調布駅付近連続立体交差事業の地下線への

京王電鉄株式会社 代表取締役社長

切替えにともなう固定資産除却費の減少などによ

り、連結当期純利益は161億円、京王電鉄にお

ける当期純利益は99億円となりました。

　なお、当期の期末配当金につきましては、連結

配当性向30％以上を目標とする株主還元策に

基づき、1株につき4円（中間配当金3.5円を含め

て年間7.5円）といたしました。

2014年度の中計目標の達成と
将来にわたり発展・成長する企業を目指して

　当社を取り巻く経済環境は、景気対策や金融

政策の効果などを背景に、円安や株高の進行、

雇用状況や企業収益が改善するなど緩やかな回復

基調にあります。このような状況において、「京

王グループ中期5カ年経営計画」で掲げた目標達

成に向け、「さらなる安全性・サービスの向上」、

「沿線の活性化」、「収益力の向上」、「成長に向

けた取組み」を継続して推進してまいります。

　鉄道部門においては、「さらなる安全性の向上」

について、引き続きグループの最重要課題として

取り組み、京王線多摩川橋梁の耐震補強を完了す

るとともに、高架橋柱や盛土区間を対象とした耐震

補強を継続して推進します。加えて、京王線（笹

塚駅〜仙川駅間）連続立体交差事業につきまし

ても、事業主体である東京都とともに、用地取

得業務や設計業務を鋭意進めてまいります。ま

た、「沿線の活性化」への取組みでは、調布、笹

塚、高尾山口など沿線拠点の開発を引き続き推

進します。さらに、「成長に向けた取組み」として、

リノベーションを中心とした住宅事業の拡充や

「京王プレッソイン」の出店を加速するなど、将

来的にさらなる成長が見込まれる事業に引き続き

取り組むとともに、駅施設周辺スペースの有効活

用や収益力向上、インバウンド戦略など、グルー

プ横断で諸課題の検討と具体的な解決策を作成

することで、グループの成長を目指します。

　企業としての社会的責任を果たすとともに、

京王グループの経営理念である「信頼のトップ

ブランド」の確立を目指して、これからも地域と

一体となって将来にわたり発展、成長していける

企業となるよう努力してまいりますので、皆様の

一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

201４年6月

「安全性・サービスの向上」、「沿線の活性化」
「収益力の向上」、「成長に向けた取組み」の推進により、
「京王グループ中期５カ年経営計画」を達成します。
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京王グループ中期5カ年経営計画の達成に向けて
京王グループでは、将来にわたり発展・成長する企業を目指し、2010年度から「京王グループ
中期5カ年経営計画（2010〜2014年度）〜転換と強化〜」に取り組んでまいりました。中計
最終年度である2014年度につきましては、以下の目標達成に向けてグループ一体で各施策を
推進します。
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2014年度の基本方針

さらなる
安全性・サービスの向上

公共輸送機関として欠かすことのできない

安全性とサービスの向上に取り組み、安全

で快適な鉄道を目指します。

成長に向けた取組み

ローコスト経営により生み出された資金や

要員を活かし、（株）リビタと連携したリノベー

ション分野での事業拡大や「京王プレッソイ

ン」の新規出店への投資など成長に向けた取

組みを継続します。

沿線の活性化

調布、笹塚、高尾山口などの拠点開発への 

取組みや生活関連サービスの拡充により、 

沿線の活性化を推進します。

収益力の向上

鉄道における利便性向上に向けた施策の

検討・実施やグループ施設の改装などを通

じ、収益力強化を図ります。

P8−13P6−7

2014年度は、以下の施策に取り組むことで中期計画の目標を達成し、将来にわたり発展・成
長する企業を目指すとともに、「信頼のトップブランド」を確立します。
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京王グループ中期５カ年経営計画進捗状況 「信頼のトップブランド」を目指して



KO
17  布田駅

KO
18  調布駅

KO
16  国領駅

さらなる安全性・サービスの向上

2014年度は京王線多摩川橋梁の耐震補強を完了する
とともに、高架橋柱やずい道（トンネル）、盛土※区間を対
象とした耐震補強を継続して実施します。
※電車が走る地盤を築くために盛られた土砂

2013年6月に開設した高幡不動の鉄道現業事務所において、トップラ
イトや壁面緑化、太陽光発電システムなど環境に配慮した13種類の設備
を採用し、従来と比べ約30%の省電力・節水を実現しました。

Topics 環境に配慮した鉄道現業事務所の開設
〜従来の施設と比べて約30%の省電力と節水を実現〜

京王線多摩川橋梁耐震補強 盛土区間を対象とした耐震補強

　2012年10月に都市計画決定され、2014年2月に都市計画事業認可がなされました。今後は事業主体である東京都
とともに用地取得業務や設計業務を推進します。

桜
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戸
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千
歳
烏
山
駅

代
田
橋
駅

笹
塚
駅

明
大
前
駅

上
北
沢
駅

事業区間　約7.2km

環状第8号線
調布3・4・17号線 環状第7号線京王井の頭線世田谷区画街路第4号線

仙川

京王八王子方面 新宿方面
玉川上水

仙
川
駅

補助第217号線
補助第216号線 補助第215号線 補助第133号線

補助第154号線

放射第23号線

補助第128号線

：廃止される踏切（25カ所）＜凡例＞
：都市計画道路（完了）
：都市計画道路（計画）

京王線（笹塚駅〜仙川駅間）　連続立体交差事業

　2013年度には国領駅・
布田駅 の 駅舎 の 本設化 が
完了しました。2014年度
は事業完了に向けて復旧工
事を完了します。

布田駅舎

[2012年8月に地下線化]

耐震補強の推進

構造物の耐震性向上

環境施策の推進

省電力の推進

鉄道の立体化の推進

調布駅付近連続立体交差事業
国領駅舎

回生ブレーキ・VVVFインバータ制御装置の全車両への導入完了に続き、さらなる走行用電力の削減に向け、回生
ブレーキにより発生した電力を変電所内の蓄電池に充電し、電車が加速する際に供給する「回生電力貯蔵装置」を堀之
内変電所に導入します。

● 回生ブレーキ・VVVFインバータ制御装置の整備率の推移

「回生ブレーキ」と「VVVF
インバータ制御装置」の 
導入により、消費電力は 
これらが導入される前の
車両と比較して約45％削
減されます。
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2014年度の取組みについて



吉祥寺

調布

渋谷

笹塚 新宿

橋本
高尾山口

多摩動物公園 府中競馬
正門前

京王八王子 明大前

調布、笹塚、高尾山口などの沿線拠点開発への取組みや
生活関連サービスの拡充により、沿線の活性化を推進します。

京王ほっとネットワークで新サービスとなる「移動販売」の開始や
「京王キッズプラッツよみうりランド」の新規開園など沿線価値向上に取り組んでおります。

笹塚における
複合ビルの再開発
当社グループの京王重機整備（株） 
が保有するビルについて、
2015年春の開業を目指し、
引き続き建替え工事を進めます。

〜2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

解体工事 新築工事 2015年春 
開業予定

キラリナ京王吉祥寺が開業
2014年４月23日、吉祥寺に新たな駅ビルが誕生
しました。吉祥寺初となる店舗を70店揃え吉祥寺
の街の魅力をさらに向上します。

将来構想の検討
将来的な再開発によるバリュー
アップを目指し、長期的な拠点
整備の検討を進めます。

高尾山口駅前に日帰り温浴施設を建設
これまで、高尾山口駅前の日帰り温浴施設
開発について、温泉掘削工事を進めていま
したが、この度、温泉の湧出が確認できた
ため、2015年春の開業に向け、建物工事に着手します。また、日帰り
温浴施設開業に合わせ、高尾山口駅のリニューアル工事を含む駅周辺整
備を実施します。

高尾山エリア魅力向上への取組み

沿線の活性化

〜2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度〜
調布駅付近
連続立体交差事業

調布駅周辺の開発 2017年度開業予定

2004年度
着工

地下線への 
切替完了 鉄道施設撤去

吉祥寺

調布東府中京王八王子

高尾山口
京王多摩川

京王よみうりランド

永福町

千
歳
烏
山

桜
上
水

明
大
前

新
宿

渋
谷

橋本 南大沢

京王ほっとネットワーク桜上水店

京王キッズプラッツ永福町
京王ほっとネットワーク永福町店

京王キッズプラッツ東府中

高幡不動

京王キッズプラッツよみうりランド
2014年2月開設

京王キッズプラッツ高幡

京王ほっとネットワーク高幡店

移動販売
対象エリア

京王キッズプラッツ南大沢 京王キッズプラッツ多摩川

アリスタージュ経堂
（介護付有料老人ホーム）

京王キッズプラッツ烏山

京王ジュニアプラッツ烏山

子育てステーション烏山

NEW

詳しい情報はP10をチェック！

詳しい情報はP12をチェック！

「住んでもらえる、選んでもらえる沿線」に向けた取組み

「京王ほっとネットワーク」の新たなサービスと

して、京王多摩センター駅・京王永山駅周辺の多摩

ニュータウンエリアを中心に移動販売を新たに開

始しました。2トントラックの車内に、京王ストアの

肉、魚、野菜などの生鮮品や日用雑貨など約300品

目を取りそろえ、あらかじめ決まった販売場所・時

間に巡回するサービスです。今後も、地域の皆様の

買い物利便性を高め、多世代にとって暮らしやすい

街にするとともに、地域コミュニティの活性化を図

っていきます。

移動販売の開始

京王グループでは沿線価値向上の一環として、子

育て支援事業に取り組んでいます。（株）京王子育て

サポートが運営する東京都認証保育所「京王キッズプ

ラッツ」を2014年2月に京王よみうりランド駅前に

開設しました。今後も沿線のニーズに応えながら子

育て支援事業を多角的に展開し、子育てしやすい沿

線づくりを進めていきます。

子育て支援事業

㈱京王子育てサポート
✆042-337-3054
営業時間　9：30〜 18：00（土・日・祝休）

生活支援サービスの施設一覧

お 問 合 せ

沿線価値創造部　生活サポートサービス担当
✆042-337-3036
営業時間　9：30〜 18：00（土・日・祝休）

お 問 合 せ

2012年度 2013年度 2014年度
高尾山口
温浴施設
高尾山口駅・
駅前整備 事業計画 2015年 春

完了予定

温泉掘削工事着工 建物新築工事 2015年 春
開業予定

地上利用に向けた準備
連続立体交差事業完了後の地上利用計画について、設計業務など具体的な開
発手続きを進めます。
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エレ ベ ーターホー ル のイメージ 
グラフィック
5階“クローゼット”

５階：プライベートドレッサー
座ってゆっくりと化粧直しができる
個室調のパウダールーム。鳥かごをイ
メージした装飾を施し、ゆったりと化粧
直しや身支度をしていただけます。

６階：atman atman
（アートマン アートマン）
（株）京王アートマンの新業態となる
バラエティ雑貨ショップ

4階：共用部
外光の差す吹き抜けに、休憩や待ち
合わせにご利用いただけるスペース
をご用意しました。

こだわりとデイリー使いに優れた駅チカ食品 
フロア“フードパルク”

「いろんな私に出会える、私のお気に入り」をコンセプトに、
自分の価値観を大切にする30代女性をイメージターゲット
とし、ファッション、コスメ、雑貨等を中心に揃えた地下2
階地上9階の商業施設です。

キラリナ京王吉祥寺

“毎日のおやつとおかずが揃う「エキチカ台所ひろば」”を
コンセプトに、吉祥寺周辺にお住まいの方々や吉祥寺を訪
れる方々のニーズをキャッチした生鮮から惣菜・スイーツ
を取り揃えた食物販フロアが登場。惣菜・スイーツショップ

を（株）京王百貨店がプロデュースしました。デイリーでありながら質と価格のバラ
ンスを重視した「ちょっとイイモノ」が充実した商品構成で展開しています。

なお、2014年夏（予定）には、未開業であった青果・精肉・鮮魚・グロサリーの
専門店がオープンし、「Food parc（フードパルク）」が、グランドオープンします。

フロア テーマ 概要

8・9F ホビー＆クラフト 地域一番の売場面積をもつ、ホビー＆クラフトのフロア

7F カルチャー＆サービス 総合書籍を核としたカルチャーとサービスのフロア

6F スタイリッシュライフ 雑貨とファッションが融合したライフスタイル提案のフロア

5F トレンドカジュアル カジュアルな衣料と雑貨を中心としたファッションのフロア

4F スタイリッシュカジュアル 男女で楽しめるスタイリッシュなカジュアルファッションのフロア

3F セレクトスタイル セレクトショップなどの高感度ファッションと駅利便性の高いフロア

2F ファッション バラエティゲート コスメ、服飾雑貨、スイーツなどバラエティ豊かなフロア

1F コンビニエンスゲート 通行客の寄り道を誘う軽飲食を中心とした路面店フロア

B1F フードパルク こだわりとデイリー使いに優れた駅チカ食品フロア

日常生活に上質と新しさをプラスする新スタイルの駅チカ食品フロア
「Food parc（フードパルク）」が新登場

B1F

井ノ頭通り

井の頭恩賜公園

吉祥寺大通り

新宿→

渋谷→

井の頭線

←八王子

キラリナ
京王吉祥寺

JR吉祥寺駅

人の生活を感じる吉祥寺らしい街並みをビ

ルの壁面に表現しました。さらに、1日の時

間の流れや季節に合わせて光を変えて外壁を

ライトアップしています。

吉祥寺の街並みをモチーフにした外装

フロアごとにテーマを定め、それに沿っ

たテナント構成にしております。また、4〜

9階のエレベーターホールには、武蔵野エリ

アで活躍する若手アーティストの作品を内

装意匠に採用しました。この他デザインや

テーマの異なる、こだわりの女性専用トイ

レやゆったり過ごせる共用エリアを設ける

などショッピングの合間の憩いの場をご用

意しました。

フロアのご紹介

敷地面積：約3,400㎡

延床面積：約28,000㎡

階　　数：地下2階〜地上9階

開　　業：2014年4月23日

施設概要

秋・冬のライトアップ

春・夏のライトアップ
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これまでも多くの登山客・観光客に親しまれている高尾山。その玄関口である高尾山口駅周辺整備等の
実施により、今後増加が見込まれる訪日外国人を含めた来訪者のさらなる拡大を図ってまいります。

高尾山エリア魅力向上への取組み
2012年10月から温泉掘削工事を進めていた高尾山口駅前

の日帰り温浴施設は、この度温泉の湧出を確認しました。今後、

2015年春の開業に向け、建物工事等の準備を本格化します。

高尾山を登山された後の心身のリフレッシュができるととも

に、周辺にお住まいの方々が日常的に楽しめるような施設を目

指します。

◆ 高尾山口駅　駅舎リニューアル

歌舞伎座などを手がけた日本を代表する建築家の隈 研吾氏のデザインに

より、来訪されるお客様の印象に残る「高尾山の玄関口としてふさわしい 

“観光地らしい”“わくわくする”雰囲気をもった」駅舎へと生まれ変わります。 

また、八王子市が運営する訪日外国人のニーズにも対応した観光案内所の

設置やお客様のニーズの高いトイレ増設などにより、これまで以上に高尾山

を訪れるお客様の利便性向上を図ります。

◆ 駅前広場等の整備

八王子市と協調して、高尾山口駅

前の交通環境改善に取り組みます。

駅改札口前には、高尾山を訪れるお

客様にゆとりのある歩行者広場を設

けるとともに、歩行者広場に隣接し

て、交通広場を整備します。

日帰り温浴施設の建物工事について

高尾山口駅周辺整備

温浴施設　外観パース【完成イメージ】
※パースに記載された店舗名は仮称です。

高尾山エリア
魅力向上への取組み

駅舎リニューアル、
駅前広場等整備

観光地の玄関口としての
雰囲気・機能強化

日帰り温浴施設の開業

新たな魅力の創出

地元企業との共同PR・
キャンペーン等の実施

地元連携による魅力向上

より魅力的な
お土産品や名物の販売

オリジナル商品の開発と販売

高尾山口駅 温浴施設の概要（予定）
1. 開 業 予 定 2015年春
2. 所　在　地 東京都八王子市高尾町2229番6 外
3. 敷 地 面 積 3,832.9㎡（1,159.5坪）
4. 建 築 面 積 1,080.5㎡（326坪）
5. 延 床 面 積 1,787.5㎡（540坪）
6. 構　　　造 鉄骨造・地上2階建
7. 施設の特徴 『和』の雰囲気をもった施設とし、お食

事処、リラクゼーションコーナー等を
設置する予定です。

湧出した温泉の概要
1. 源　泉　名 京王高尾山温泉
2. 温　　　度 26.2℃
3. 泉　　　質 アルカリ性単純温泉
4. 湧　出　量 毎分300リットル（動力揚湯）
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〔連結貸借対照表〕
❶ 資産合計

負債合計

純資産合計

自己資本比率

❷

連結営業収益は4,109億円
（前期比0.7％増）を見込んで

おります。連結営業利益は、百貨店業における減収などによ
り322億円（前期比2.6%減）、連結経常利益は292億円（前
期比3.5%減）、連結当期純利益は特別損益の改善などにより
170億円（前期比5.0%増）を見込んでおります。

2014年度の見通し

前連結会計年度 2013年3月31日

前連結会計年度 2013年3月31日

前連結会計年度 2013年3月31日

前連結会計年度 2013年3月31日

当連結会計年度 2014年3月31日

当連結会計年度 2014年3月31日

当連結会計年度 2014年3月31日

当連結会計年度 2014年3月31日

 7,932 億円

 5,144 億円

 2,788 億円

 35.1 % 

7,878 億円

4,952 億円

2,926 億円

37.1%

388493
618

（年度）20132012 2014
（予想）

0

（億円）

設備投資額（連結）
2013年度の設備投資は388億

円となりました。2014年度の設
備投資の見通しは、さらなる安全
性向上への取組みの継続や今後の
成 長 戦略のための投 資により、
618億円となる見込みです。

〔連結キャッシュ・フロー計算書〕
❸

前連結会計年度
2012年4月1日〜2013年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度
2013年4月1日〜2014年3月31日

 487 億円 587 億円

❹

前連結会計年度
2012年4月1日〜2013年3月31日

投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度
2013年4月1日〜2014年3月31日

 △470 億円 △379 億円

❺

前連結会計年度
2012年4月1日〜2013年3月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度
2013年4月1日〜2014年3月31日

 114 億円 △331  億円

（億円）

（年度）
0

20132012

674

280

630

322

683

330330

2014
（予想）

350 361343343

※連結EBITDAは、営業活動によって得
られたキャッシュ・フローを簡便的に
示す指標です。

連結EBITDA※

太字 …連結EBITDA
■ 減価償却費+のれん償却額
■ 連結営業利益

4,0793,968

（億円）

（年度）
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2012 2013

4,109

2014
（予想）

330

（億円）

0

100

200

300

400

280
322

（年度）2012 2013 2014
（予想）

（億円）

0

100

200

300

400

245

302 292

（年度）2012 2013 2014
（予想）

161

（億円）

0

50

100

150

200

147

170

（年度）2012 2013 2014
（予想）

※記載の金額については、単位未満の端数を切り捨てて表示しています。

セグメント別の概況
運輸業

流通業

不動産業

レジャー・サービス業

その他業

● 鉄道事業では、雇用情勢の改善や消費税率引上げ前の定期券等の駆け込み
購入などにより増収となりました。

●バス事業では、路線・高速ともに増収となりました。
●営業利益は、鉄道事業における固定資産除却費の減少などにより増益となりました。

● 百貨店業およびストア業では、消費税率引上げ前の駆け込み需要を確実
に取り込んだことなどにより増収となりました。

●営業利益は、「キラリナ京王吉祥寺」竣工にともなう不動産取得税の増などにより減益となりました。

● 不動産賃貸業で、昨年度に取得した賃貸マンションが通期稼働したことな
どにより増収となりました。

● 不動産販売業では、「リビタ」での販売戸数が増加したことなどにより増収となりました。

● ホテル業では、「京王プラザホテル」で外国人個人客の取込み等による
客室単価増に加え、客室稼働率が好調に推移したことにより、増収とな
りました。

● ビル総合管理業や建築・土木業では、完成工事高の増加などにより増収
となりました。

●京王電鉄（鉄道）、京王電鉄バス、
京王自動車、他 6社

●京王百貨店、京王ストア、 
京王書籍販売、他 6社

●京王電鉄（開発）、京王不動産、
京王地下駐車場、リビタ

●京王プラザホテル、京王観光、 
京王エージェンシー、他 4社

●京王設備サービス、京王重機整備、 
京王建設、他 8社

営業収益1,266億円（前期比  1.0％増）
営業利益 116億円（前期比32.1％増）

営業収益1,632億円（前期比  1.1％増）
営業利益 49億円（前期比  6.5％減）

営業収益 353億円（前期比11.9％増）
営業利益 102億円（前期比10.4％増）

営業収益 678億円（前期比  3.4％増）
営業利益  47億円（前期比16.9％増）

営業収益 536億円（前期比  8.0％増）
営業利益 17億円（前期比71.4％増）

※当社は運輸業、流通業、不動産業に重複して含まれています。
※セグメント別の概況に記載の営業収益および営業利益には、セグメント間取引を含みます。

連結営業収益 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益

各セグメントで増収となり、4,079億円（前期比2.8%増）とな
りました。

連結営業収益が
4,079億円となりました。

POINT 
1

連結当期純利益は、昨年実施した調布駅付近連続立体交差事業
の地下線への切替えにともなう、固定資産除却費の減少などに
より、161億円（前期比9.8%増）となりました。

連結当期純利益が
161億円となりました。

POINT 
2

〔連結損益計算書〕
決算のポイント

引き続き良好な格付けを維持：当社では、鉄道事業における安
全性の向上策や、沿線の活性化と競争力の強化に取り組みながら
も、常に財務体質の健全性を意識しながら、30％を超える自己資
本比率を維持しています。このような着実な事業展開を行ってい
ることが評価され、1998年に取得した日本格付研究所（JCR）に
よるAA（ダブルAフラット）の格付けを継続して得ています。

❶ 資産合計は短期資金運用を目的とした譲渡性預金の減少や現
金及び預金の減少などにより、54億円減少し、7,878億円と
なりました。

❷ 負債合計は、第23回無担保割引社債等の償還などにより、
192億円減少し、4,952億円となりました。

❸ 営業活動によるキャッシュ・フローについては、流入額は
100億円増加し、587億円となりました。

❹ 投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資
産の取得による支出の減少などにより、流出額は91億円減
少し、379億円となりました。

❺ 財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による
支出などにより、流出額は331億円となりました。
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5月末送付
（有効期間6月〜11月）

基準日
3月31日

11月末送付
（有効期間12月〜翌年5月）

基準日
9月30日

年2回
送付

※１ １枚につき持参人ご１名様が１回限りご利用いただけます。
※２ 持参人ご１名様がご利用いただけます。
※３ 京王電鉄バス、京王バス東、京王バス中央、京王バス南、京王バス小金井各社の路線をご利用いただけます。 

なお、高速バス・空港直行バス・深夜急行バス等特殊バス、西東京バス、コミュニティバスはご利用になれません。

※当該基準日を含む直近７回の基準日（3月31日、9月30日）に継続して5,000株以上保有され、株主番号が同一である方に限ります。

京王百貨店 京王プラザホテル
チェーン 京王観光

お買物金額10％割引
（税込3,240円以上のお買上げにつき）
 1,000株 〜 5,000株未満 ........  10枚
 5,000株〜 10,000株未満 ........  20枚
 10,000株以上 ..........................  30枚

宿泊正規料金20%割引
ご飲食代10%割引

（税・サ込2,160円以上のご利用につき）
 1,000株〜10,000株未満 ........  10枚
 10,000株以上  .........................  20枚

キングツアー5%割引
その他のパッケージツアー3%割引

 1,000株〜10,000株未満 ........  10枚
 10,000株以上 ..........................  20枚

京王ストア
お買物金額50円割引

（税込1,000円以上のお買上げごとに 
1枚利用可）

 1,000株以上 ...........................  20枚

ご所有株式数 電車全線
優待乗車券（※1）

優待パス
（※2）

1,000株以上
30,000株未満

1,000株につき
4枚 ──

30,000株以上
57,000株未満 30枚 電車全線

優待パス 1枚

57,000株以上 40枚 電車・バス全線
優待パス 1枚（※3）

ご所有株式数 交換枚数
60,000株以上　 電車全線優待パス 2枚

100,000株以上　 電車全線優待パス 3枚
150,000株以上　 電車全線優待パス 4枚
300,000株以上　 電車全線優待パス 5枚
500,000株以上　 電車全線優待パス 7枚

1,000,000株以上　 電車全線優待パス 10枚
「電車全線優待パス」

複数枚と交換可能

京王運輸
引越料金20％割引

 1,000株以上 .............................  2枚

京王アートマン
お買物金額10％割引

（税抜1,000円以上のお買上げにつき）

 1,000株以上 ...........................  10枚

京王食品
 ベーカリー&カフェ ルパ
 ベーカリー ルパ（ ブレグラス　　　　　　）

お買物金額10％割引
（税込1,000円以上のお買上げにつき）

 1,000株以上 ...........................  10枚

京王グリーンサービス
（フラワーショップ京王）

お買物金額10％割引
（税込2,000円以上のお買上げにつき）

 1,000株以上 ...........................  10枚

京王プレッソイン
シングルルーム
宿泊正規料金50%割引

（指定日のみ利用可）

 1,000株以上 .............................  2枚

京王フローラル
ガーデン アンジェ

大人入園料100円
（通常500円を割引）

 1,000株以上 .............................  4枚

京王百草園
入園料20％割引

 1,000株以上 .............................  4枚

京王レクリエーション
（京王テニスクラブ）

テニススクール入会金無料
入会初回月会費50%割引
貸テニスコート料20%割引
 1,000株以上 .............................  5枚

京王グループ
カレンダー

引換券
年1回

（11月末送付の株主優待割引券に綴込み）

 5,000株以上 .............................  1枚

京王自動車
（京王タクシー）
タクシー運賃100円割引

（１乗車につき１枚利用可）
1,000株以上 ..............................  3枚

（車検・点検・整備）
工賃10％割引

1,000株以上 ..............................  2枚

京王不動産
売買仲介手数料
10％割引

 1,000株以上 .............................  1枚

■　株主優待割引券 ※持参人様がご利用いただけます。

■　株主優待乗車証

■　長期保有株主優待制度

60,000株以上ご所有の株主様は所有株式数に応じて、ご希望により 
「電車・バス全線優待パス」を「電車全線優待パス」複数枚と交換できます。

当社株式を3年以上継続して5,000株以上保有している
株主様※へ右ページの株主優待に加え、以下を発行いたします。

株主優待のご案内

2014年3月末から
長期保有株主優待制度を
導入いたしました！

電車全線優待乗車券 8枚 京王百草園入園券 2枚京王れーるランド 2枚
入園券引換券

当社株式の魅力をより高め、株主様に長期間に

わたり保有していただくと同時に、保有株式数を

増やしていただけるよう、株主優待の発行基準を

一部変更し、株主優待制度を拡充いたしました。

長期保有以外も

優待いろいろ!

見 

本
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30日 株主確定日（中間配当金・株主優待）

※25日が権利付最終日

下旬 株主優待ご送付（詳細はP17をご覧ください。）
 中間配当金関係書類ご送付

7月 8月 9月 10月 11月 12月

掲載の内容は2014年5月時点での予定です。

2014年
株主

カレンダー

　2014年1月1日から上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の10％軽減税率（所得税7％、住民税3％）は廃止され、
本来の税率である20％（所得税15％、住民税5％）となりました。
　また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間（25年間）は、「東日本大震災からの復興のための施策を実
施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が施行されており、その所得税額に 
対して2.1％が「復興特別所得税」として課税されます。そのため、株式等の配当等もその源泉所得税を徴収する際に 

「復興特別所得税」が併せて徴収されます。

上場株式等の配当等に関する「源泉徴収税率」変更のご案内

● 本ご案内は、上場株式等の配当等に係る税金について、一般的な情報をご提供するために掲載したものであるため、状況によっては当てはま
らない場合もございます。詳細につきましては、最寄の税務署、税理士等にお問合せください。

●本ご案内は2014年5月時点の情報をもとに掲載しております。

上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率
配当等の支払開始日 2014年1月1日〜2037年12月31日 2038年1月1日〜
上場株式等の
配当等の税率 20.315%［内訳］ 20% ［内訳］

所得税（15%）+※復興特別所得税（0.315%）+住民税（5%） 所得税（15%）+住民税（5%）

会社概要 （2014年3月31日現在）

役員一覧 （2014年6月27日現在）

株価の推移 （2013年4月〜 2014年3月） 

会 社 設 立 1948年6月1日
本社所在地 〒206-8502

東京都多摩市関戸一丁目9番地1
資 本 金 590億23百万円
従 業 員 数 2,385名

株式の状況 （2014年3月31日現在）

株式分布状況 （2014年3月31日現在）

株主名 所有株式数（千株） 持株比率（%）

日本生命保険相互会社 34,078 5.6
太陽生命保険株式会社 29,310 4.8
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 21,488 3.5
三井住友信託銀行株式会社 18,241 3.0
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 17,059 2.8

（注1） 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を控除した株数に
対する比率を表示しています。

（注2） 当社は自己株式を32,121千株所有していますが、上記大株主か
らは除外しています。

発行可能株式総数 1,580,230,000株
発行済株式の総数 642,754,152株
株 主 数 36,125名
大株主

代表取締役会長 加藤　　奐 取　締　役 狩野　俊昭

代表取締役社長 永田　　正 取　締　役 川杉　範秋

常務取締役 髙橋　泰三 取　締　役 紅村　　康

常務取締役 山本　　護 取　締　役 松坂　義信

常務取締役 駒田　一郎 取　締　役 川瀬　明伸

常務取締役 丸山　　荘 取　締　役 伊藤　嘉彦

取　締　役 保木久仁彦 取　締　役 東宮　秀行

取　締　役 仲岡　一紀 常勤監査役 黒岩　法夫

取　締　役 高橋　　温 常勤監査役 水野　　諭

取　締　役 加藤　貞男 監　査　役 北村　敬子

取　締　役 志村　康洋 監　査　役 金子　正志

■ 政府・地方公共団体
 1千株

■ 金融機関 
 251,750千株

■ 個人・その他
 211,902千株

39.17%

32.97%

14.27%

7.05%

5.00%

1.54%
0.00%■ 証券会社

 9,936千株

■ 自己名義株式
 32,121千株

■ その他の法人
 45,309千株

■ 外国法人等
 91,733千株

※15％×復興特別所得税率2.1％＝0.315％
日経平均株価 （円）当社株価（円）

322014.1121110987652013.4

日経平均株価（終値）
©日本経済新聞社

当社株価
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株主メモ

株式に関するお手続き（住所・姓名などの変更、配当
金の受取方法・振込先の変更、単元未満株式の買
取・買増の請求など）のご照会およびお届出につきまし
ては、証券会社に口座開設をされているか否かによって
お問合せ先が異なりますので、以下をご参照ください。
【証券会社に口座を開設されている株主様】
 口座を開設されている証券会社にご連絡ください。

【証券会社に口座を開設されていない株主様（特別口座の株主様）】
 三井住友信託銀行 証券代行部
 ０１２０-７８２-０３１（平日9:00〜17:00 土・日・祝休）

ホームページ www.smtb.jp/personal/agency/index.html

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月開催
基 準 日
（株主確定日）

定時株主総会議決権確定
期末配当金および株主優待
中間配当金および株主優待

毎年３月３１日
毎年３月３１日
毎年９月３０日

公 告 の 方 法 電子公告により行います。
（ www.keio.co.jp/company/stockholder/koukoku/index.html）

株主名簿管理人
および特別口座
の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先 〒１６８－００６３　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株式に関するお問合せ先
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