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■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
■IR情報についてのお問合せ
経理部  企画担当 ✆042-337-3166
■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、決算公表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 京王線9000系車両

INVESTOR’S GUIDE けいおう
2015年6月発行

※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、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。
・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

応募締切 2015年7月14日（火）消印有効

※写真はイメージです

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。（2015年7月下旬発送予定）

コース
No コース名 開催日

集合 解散
募集組数

時刻 場所 時刻（予定） 場所
❶ 若葉台工場 2015年8月19日（水） 9:20 若葉台駅 12:00 若葉台工場正門 （30組） 60名
❷ 京王バス中央 府中営業所 2015年8月20日（木） 9:30 府中駅 12:00 府中駅 （15組） 30名

開催内容

当社株主様（2015年3月31日時点で1,000株以上保有の株主様）
・❶❷コースともに1組2名様まで（同伴者は株主様でなくても結構です。）
・❶コースは小学生以上の方がご参加いただけます。
・❷コースは小学生以下の方にもお楽しみいただける内容です。

対象者

見学先 コース№❶ 
若葉台工場
電車の検査と整備の様子を
ご見学いただきます。
  ヘルメット着用のうえ、およそ1km（ の距離を歩いていただきます。　 ）

コース№❷ 
京王バス中央 府中営業所
バス運転士の訓練やバスの整備の
様子をご見学いただきます。

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。

鉄道・バス施設見学会のご案内株主様向け
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連結当期純利益は172億円を計上
中期経営計画目標を概ね達成

　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。

　当期（2014年度）の京王グループは、中期

5カ年経営計画の最終年度として、公共交通 

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して

まいりました。また、ホテル業で外国人利用客

の取込み等による客室単価向上など、積極的な

営業展開による増収に加え、鉄道事業における 

固定資産除却費の減少などにより、連結営業収益

は4,080億円、連結当期純利益は172億円と

なり、当初中期経営計画の目標を概ね達成する

ことができました。

　なお、当期の期末配当金につきましては、連結

配当性向30％を目安とする株主還元策に基づき、

1株につき4円（中間配当金4円を含めて年間 

京王電鉄株式会社 代表取締役会長兼社長

8円）といたしました。

2015年度を初年度とする
「京王グループ中期３カ年経営計画
～向上と拡大に向けて～」の策定

　現在の当社を取り巻く経済環境は、雇用・所得

環境の改善などの明るい兆しを受けて緩やかな

回復傾向にありますが、今後の社会環境の変化

を見渡しますと、本格的な人口減少社会の到来

が想定されております。一方で、インバウンド

需要の拡大、シニアや子育てニーズの増加など

将来に向けて新たなビジネスチャンスも芽生え

ております。

　このような状況において、東京都の人口が 

減少に転じるとされ、かつ東京オリンピック・

パラリンピック競技大会が開催される2020年

度を目標年度とし、それまでの6年間を3年ずつ

に区切り、今回は前半の3カ年（2015〜2017

年度）に関する「京王グループ中期3カ年経営

計画」を策定いたしました。

　具体的には、京王線（笹塚駅〜仙川駅間） 

連続立体交差事業を、事業主体である東京都と

ともに進めるほか、お客様のニーズに対応した

施策を実施するなど、鉄道事業の安全性・収益力

の向上に取り組みます。また、高尾山口、調布

など沿線拠点の開発を引き続き推進してまいり

ます。さらに、リノベーションを中心とした 

住宅事業の拡充や、インバウンド需要の取込み

が期待できるホテル事業の展開など、将来的に

成長が見込める事業の拡大に取り組んでまい

ります。

　これからも、2020年度に向けた収益・利益

拡大に取り組むとともに、企業としての社会的

責任を果たすことで、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。

新しい「京王グループ中期３カ年経営計画」を策定し、
２０２０年度に向けた収益・利益拡大の
土台作りに取り組みます。

2 3

トップメッセージ  
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中期5カ年経営計画の振り返り
（2010年度〜2014年度）

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年度〜2014年度）〜転換と強化〜」に取り組んでまいりました。その結果、利益確保	
という目標は概ね達成いたしました。
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新しい中期3カ年経営計画
（2015年度〜2017年度）

東京都の人口が減少に転じるとされ、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年度を目標年度
として、企業グループの収益基盤構築に取り組みます。その土台づくりの期間として、それまでの6年間のう
ち、前半の2015年度〜2017年度について「京王グループ中期3カ年経営計画」を策定しました。

グループの総合力を発揮し、さらなる企業価値の向上を実現
●京王線（笹塚駅〜仙川駅間）連続立体交差事業や新宿再開発事業の本格化

2020年代の姿

第１期（2015年度〜2017年度）
＜成長に向けた土台作り＞

●成長分野への積極投資
●既存事業の選択と集中

第２期（2018年度〜2020年度）

＜成長の実現＞
●第１期で進めた土台作りからの成長の実現
●さらなる投資拡大による好循環の実現

ホテル事業の拡大
インバウンドビジネスの拡大
リノベーション事業の拡大

中期3カ年経営計画（2015年度〜2017年度）の具体策

駅周辺スペースの活用
同業トップクラスの
財務優位性の維持沿線価値の向上

沿線拠点の活性化

2015年度計画 2016年度計画 2017年度目標
連結営業収益 4,110億円 4,203億円 4,300億円
連結営業利益 341億円 345億円 370億円
連結EBITDA 694億円 693億円 720億円
親会社株主に帰属する当期純利益 184億円 194億円 200億円

総投資額 658億円 766億円 771億円
　うち戦略投資 150億円 150億円 150億円

参考指標 D/E レシオ※（2017年度） 1.0倍程度

機会を捉えた事業拡大 沿線既存事業の収益力強化 良好な財務体質の維持

目標指標

※D/E	レシオは有利子負債÷自己資本により算出

4 5

京王グループ中期５カ年経営計画の振り返り 新しい中期３カ年経営計画
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ホームにおけるお客様の安全性を向上させる
ため、ホームドアを整備します。これまでに整備
した新宿駅・国領駅・布田駅・調布駅に続き、
2015年度には吉祥寺駅においてホームドアの使
用を開始します。

2014年7月には京王線多摩川橋梁の耐震補強
を完了しました。鉄道施設のさらなる耐震化を
目指し、高架橋柱や盛土区間※の対象箇所を拡大
して補強工事を進めます。
※土砂を盛り固めた上を電車が走っている区間

吉祥寺駅（現在の様子）新宿駅１番線のホームドア

2014年2月に都市計画事業認可がなされたほか、2014年7・8月には用地補償説明会を開催しました。2015年度
は事業主体である東京都とともに工事着手に必要となる用地取得や設計業務を進めます。
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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）

より快適で清潔感のあるトイレを目指して、
お客様用トイレの環境改善を行います。また、車内
でも快適にお過ごしいただくため、京王線8000
系車両のリニューアル工事を進めるほか、井の頭
線車両でもリニューアル工事に順次着手します。

さらなる消費電力の削減に向け、京王線・ 
井の頭線車両に新型VVVFインバータ制御装置
を導入します。また、電車がブレーキをかけた
際に発生する回生電力を、駅の照明やエスカ
レーターなどで使用される電力に変換して供給
する「駅舎補助電源装置」を東府中駅に続き高幡
不動駅に導入します。

鉄道事業における安全性・収益力の向上

鉄道の立体化の推進

京王線（笹塚駅～仙川駅間）連続立体交差事業

ホーム安全対策の実施

ホームドアの整備

耐震補強の推進

構造物の耐震性向上

利便性の向上

駅施設・車両のリニューアル

環境施策の推進

消費電力の削減

リニューアルした8000系車両リニューアルした新宿駅のトイレ

盛土区間の耐震補強 高架橋柱の耐震補強

25カ所の踏切が廃止され、踏切事故をなくします

転落事故を未然に防ぎます

快適な空間を目指します

環境への負荷を減らします地震に備えています

6 7

2015年度の取組みについて
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吉祥寺

調布

渋谷

笹塚 新宿

橋本高尾山口

北野 聖蹟桜ヶ丘

国領

多摩
動物公園

府中競馬
正門前

京王八王子

明大前

沿線活力の向上

高尾山口、調布などの沿線拠点の活性化の取組みや
生活関連サービスの拡充により、沿線活力の向上を推進します。

当社グループの京王重機整備（株） 
が保有するビルの建替え工事が
完了し、「メルクマール京王笹塚」
として開業しました。

2014年度 2015年度

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。

子育て支援マンションの建設
子育て世代を対象に、保育所を併設
したマンションの建設を推進します。

「京王メモリアル北野」がオープン
京王初となるセレモニーホール「京王メモリ
アル北野」がオープンしました。

高尾山口駅前に日帰り温浴施設を建設

2015年4月に高尾山口駅のリニューア
ル工事が完了しました。引き続き、高
尾山口駅前の日帰り温浴施設開発につ
いて、2015年秋の開業に向け建物建設を推進します。

高尾山エリア魅力向上への取組み

2014年度 2015〜2017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

鉄道施設撤去

詳しい情報はP10をチェック！

詳しい情報はP13をチェック！

詳しい情報はP9をチェック！

2014年度 2015年度
高尾山口駅・
駅前整備
高尾山口
温浴施設

着工 完了

建物新築工事 2015年 秋
開業予定

調布駅周辺の開発
連続立体交差事業完了後の地上利用につい
て、2017年度の開業に向け、シネマコン
プレックス出店予定の商業施設について、
開発手続きを進めます。

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のリニュー 
アル工事が2015年4月に完了しました。駅舎は、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、東京都指定天然記念物「高尾山のスギ並木」にちなんで内外装の主な仕上
げに杉を使うなど、高尾山の玄関口としてふさわしい雰囲気を持った駅舎に生まれ変わりました。今後は
引き続き日帰り温浴施設の建設を進め、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

「メルクマール京王笹塚」が開業

高齢者向け住宅・有料老人ホームの建設
2016年度の開設に向け「サービ
ス付き高齢者向け住宅」（写真左）
と「介護付有料老人ホーム」（写
真右）の建設を推進します。

コンコース ホーム お客様用トイレ

開業2015年3月竣工

8 9

2015年度の取組みについて
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笹塚での生活を楽しめる食品や雑貨、飲食等の店舗が集合

ラウンジ

10階には、南側に大きく開放
された窓から景色を一望でき
る居住者専用のラウンジを設
置。ホテルライクな内廊下やエ
レベーターホールなどの共用
部がラグジュアリーな空間を
演出しています。周囲に景色を
遮る建物がないため、各居室か
ら素晴らしい眺望を得ること
ができます。

エレベーターホール

　京王線笹塚駅南口の「旧京王重機ビル」を再
開発し、装いも新たに「メルクマール京王笹
塚」として開業しました。
　商業施設やオフィス、賃貸住宅などを備えた
複合ビルで、敷地内には地域交流の場として
活用できる広場を設けるとともに、施設の内外
に歩行者ネットワークを整備して、まちと駅を
結んでいます。また、屋上・テラスの緑化など
笹塚のシンボルである玉川上水から敷地内へと
続く緑のネットワークをつくっていきます。

「メルクマール京王笹塚」が開業しました
商業施設（フレンテ笹塚）には、
多彩な店舗が新しい笹塚の生活を提案します。

眺望豊かなステーションレジデンス。
10〜21階は、全236戸の賃貸住宅で、笹塚エリア

随一の高さを誇る、恵まれた眺望です。

間取りは、シングル向けの1Kから、DINKS向けの

1DK・1LDK、ファミリー向けの2LDK〜3LDKま

で、ライフスタイルに応じ全25プランをご用意しま

した。さらに、内装には4種類のカラーパターンを採

用しており、入居されるお客様の多彩なご要望にお応

えする住宅となっています。

1〜3階の商業施設「フレンテ笹

塚」は、39店舗の専門店で構成さ

れ、「ちょっと上質な暮らしを目指

して…」をコンセプトに、笹塚の

新しい暮らし方・楽しみ方を提案

します。

店舗構成は、ファッションやラ

イフスタイルグッズをはじめとし

て、グロサリーやカフェ、レスト

ラン等、バラエティに富んだライ

ンナップとなっています。

商業施設「フレンテ笹塚」について

賃貸住宅「メルクマール京王笹塚レジデンス」について

施設概要

地下1階・2階
駐車場・駐輪場

10～21階
賃貸住宅

「メルクマール京王笹塚レジデンス」

5～8階 賃貸オフィス 

1～3階 商業施設「フレンテ笹塚」
4階 地域貢献施設 

屋上
庭園

京王線
笹塚駅

延床面積：約38,400㎡
階　　数：地下2〜21階 塔屋1階
竣　　工：2015年3月

10 11
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沿線の駅やショッピングセンター等で催事形式によりセルフ健康チェックサービスを提供する「京王・ケア
プロ　ヘルスケアキャラバン」を開始しました。1項目500円（税抜）から利用することができ、検査方法や
検査器具の取り扱いのお手伝い、検査結果を踏まえた日常生活に関するアドバイスなど、常駐するスタッフが
サポートしますので初めての方でも安心してご利用いただけます。また、京王高幡ショッピングセンター１階に
は、提供メニューをさらに充実させた常設店舗「京王ケアプロ高幡不動店」をオープンしました。

京王メモリアル北野の概要

所　在　地： 東京都八王子市打越町331ー1

 （京王線北野駅から徒歩1分）

敷 地 面 積： 約220㎡

延 床 面 積： 約480㎡

構造・階数： 鉄骨造・地上３階建

施　　　設： 式場、会食室、親族控室、事務所等

京王メモリアル北野外観

リフォームには興味があるけれどイメージがわかない、どこに
相談したらいいか分からないといった方のために、京王高幡ショッ
ピングセンター2階の店舗を「住まいのリフォーム＋ 高幡店」と
してリニューアルしました。

住まいや暮らしに役立つ情報を「見て・触れて・体感
できる」空間です。住まいのイメージづくりの場として
お気軽にお立ち寄りいただき、小修繕からリフォーム 
まで住まいに関することなら何でもご相談いただけます。

お客様の声に耳を傾け、お客様の気持ちに寄り添い、故人様やご家族の 

想いをかたちにする葬儀を目指して、経験豊富なスタッフがお客様のご要望

を承りながら、多様な葬儀に対応し、事前相談から当日の進行、葬儀後の 

手続きまでトータルでサポートします。

また、自宅のように落ち着いたひとときを過ごせる控室や、故人様と落ち

着いてお別れができる面会室など、充実した施設を備えています。

今後本事業を通じて、終活のお手伝いや相続の準備、葬儀に関する心配事

等、沿線にお住まいのシニア層やそのご家族の不安を解消するため、幅広い

お手伝いをしてまいります。
  発信 ゴーほっと

 0120–84–5410
	 （10：00～19：00）

お問合せ

新サービス「セルフ健康チェックサービス」開始

葬祭事業に進出し、京王初のセレモニーホール
「京王メモリアル北野」がオープン

手に取ってイメージ確認
リフォームサンプル

北欧風インテリアの
キッチンコーナー

リフォームを中心とした
暮らしに役立つ情報

あわせてご覧いただける
家事のお手伝いや
防犯・防災サービス

ほっとネットワーク 検 索

豊富なバリエーションでご提案する花祭壇

メモリアルコーナーの一例
「京王ほっとネットワークマガジン」は暮らしにゆとりをお届け
するをコンセプトに、年2回（3月・9月）発行しています。

京王線・井の頭線各駅にて無料配布（期間限定）

京王ほっとネットワーク高幡店が
「住まいのリフォーム＋	高幡店」として
リニューアルオープン

公式HP
http://www.keio-memorial.co.jp/
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京王高幡ショッピングセンター2階
（京王線高幡不動駅直結）
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3 29
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連結営業収益は4,110億円
（前期比0.7％増）を見込んで

おります。連結営業利益は341億円（前期比0.8％増）、連
結経常利益は匿名組合投資利益の減少などにより309億円

（前期比1.6％減）、親会社株主に帰属する当期純利益（旧・
連結当期純利益）は特別損益の改善などにより184億円（前
期比6.7％増）を見込んでおります。

2015年度の見通し

〔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

前連結会計年度 2014年3月31日

前連結会計年度 2014年3月31日

前連結会計年度 2014年3月31日

前連結会計年度 2014年3月31日

当連結会計年度 2015年3月31日

当連結会計年度 2015年3月31日

当連結会計年度 2015年3月31日

当連結会計年度 2015年3月31日

 7,878 億円

 4,952 億円

 2,926 億円

 37.1 %	

7,824 億円

4,746 億円

3,077 億円

39.3%

〔連結キャッシュ・フロー計算書〕
❸

前連結会計年度
2013年4月1日〜2014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
2014年4月1日〜2015年3月31日

 587 億円 518 億円

❹

前連結会計年度
2013年4月1日〜2014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
2014年4月1日〜2015年3月31日

 △379 億円 △323 億円

❺

前連結会計年度
2013年4月1日〜2014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
2014年4月1日〜2015年3月31日

 △331 億円 △262 億円

388 449

（年度）2013 2014
0

（億円） 658

2015
（予想）

設備投資額（連結）
2014年度の設備投資は449億

円となりました。2015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、
658億円となる見込みです。

（億円）

（年度）
0

2013

674

338

691

330330

2014

353343343

341

694

2015
（予想）

353

※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

4,079

（億円）

（年度）
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2013

4,080

2014

4,110

2015
（予想）

330

（億円）

0

100

200

300

400

338

（年度）2013 2014

341

2015
（予想）

（億円）

0

100

200

300

400

302 313

（年度）2013 2014

309

2015
（予想）

161

（億円）

0

50

100

150

200
172

（年度）2013 2014

184

2015
（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、消費税率引上げ前の駆け込み購入による影響があったものの、
雇用環境の改善や沿線施設への来訪者の増加があったことなどにより、旅客運
輸収入は前連結会計年度並みとなりました。

●バス事業では、路線・高速で増収となりました。
● ショッピングセンター事業では、2014年４月に開業した「キラリナ京王吉祥寺」

が寄与したことにより増収となりました。
● ストア業では、既存店が好調に推移したため増収となりました。
● 百貨店業では、消費税率引上げ前の駆け込み需要の反動減などにより減収とな

りました。

● 不動産賃貸業では、賃貸物件の増などにより増収となりました。
● 不動産販売業では、リノベーション物件の売上増などにより増収となりました。
● 営業利益は営業費用の増加などにより減益となりました。

● ホテル業では、「京王プラザホテル」で外国人利用客の取込み等により客室単価
が向上したほか、「京王プレッソイン」が好調に推移したことにより増収となり
ました。

● 広告代理業では、既存顧客からの受注額の増加や大型案件の受注などにより増
収となりました。

● 建築・土木業では、完成工事高が増加したこと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、
リビタ、他 2社

●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 9社

営業収益 1,268億円（前期比  0.2％増）
営業利益 122億円（前期比  5.0％増）

営業収益 1,590億円（前期比  2.5％減）
営業利益 48億円（前期比  3.4％減）

営業収益 371億円（前期比  5.0％増）
営業利益 96億円（前期比  6.2％減）

営業収益 703億円（前期比  3.6％増）
営業利益 56億円（前期比18.4％増）

営業収益 540億円（前期比  0.8％増）
営業利益 22億円（前期比30.7％増）

※当社および京王重機整備は複数の事業セグメント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

連結営業収益は、ほぼ前連結会計年度並みの4,080億円（前期
比0.0%増）となりました。

連結営業収益が
4,080億円となりました。

POINT 
1

連結当期純利益は、運輸業、レジャー・サービス業およびその他
業で連結営業利益が増益となったことなどにより、172億円

（前期比6.5%増）となりました。

連結当期純利益が
172億円となりました。

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、投資有価証券の償還による投資その他の資産の
減などにより54億円減少し、7,824億円となりました。

❷ 負債合計は、第29回無担保社債の償還などにより205億円
減少し、4,746億円となりました。

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
69億円減少し、518億円となりました。

❹ 投資活動によるキャッシュ・フローについては、投資有価証
券の売却および償還による収入の増加などにより、流出額は
56億円減少し、323億円となりました

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262億円となりました。
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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

※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

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

京王プラザホテル
チェーン

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

京王観光

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
 京王ストア・キッチンコート（ 京王ストアエクスプレス　）

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

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
 京王アートマン（ アートマン 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　　　　）

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（ フラワーマルシェ　　）

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

■　株主優待券 （持参人様がご利用いただけます。）

※１・※2 「電車全線優待乗車券」および「高速バス優待券」は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。

※３  「優待パス」は持参人ご１名様がご利用いただけます。
※４  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。

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

■　株主優待乗車証

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。

■　長期保有株主優待制度
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※へ通常の株主優待に加えて以下を発行いたします。

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 入館券引換券 2枚

交換方法対象路線
株主優待乗車証全数と交換
※2015年3月31日現在の株主様から

交換方法の詳細は、5月下旬発送の株主優待同封のご案内をご覧ください。

■ 松本線　■ 長野線
■ 安曇野・白馬線
■ 飛騨高山線

通常は「①株主優待乗車証」を発行いたします。ご希望
により「②高速バス優待券」と交換できます。「①株主 
優待乗車証」と「②高速バス優待券」はどちらか一方のみ
の発行となります。

株主優待乗車証を

高速バス優待券に
交換できるようになりました。

京王れーるランド 京王百草園

ご所有株式数 優待内容（①②のどちらか1つを選択）
① 株主優待乗車証 ② 高速バス優待券※2

1,000株以上
5,000株未満

1,000株につき
電車全線優待乗車券

4枚※1

選択できません
5,000株以上
7,000株未満 2枚
7,000株以上

10,000株未満 3枚
10,000株以上
12,000株未満 4枚
12,000株以上
15,000株未満 5枚
15,000株以上
17,000株未満 6枚
17,000株以上
20,000株未満 7枚
20,000株以上
22,000株未満 8枚
22,000株以上
25,000株未満 9枚
25,000株以上
27,000株未満 10枚
27,000株以上
30,000株未満 11枚
30,000株以上
57,000株未満

電車全線優待乗車券30枚+
電車全線優待パス（定期券）1枚※3 20枚

57,000株以上 電車全線優待乗車券40枚+
電車・バス全線優待パス（定期券）1枚※4 30枚

5,000株以上保有で
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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P16・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2015年5月時点での予定です。

2015年

株主
カレンダー

会社概要 （2015年3月31日現在）

役員一覧 （2015年6月26日現在）

株価の推移 （2014年4月〜2015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 2,416名

株式の状況 （2015年3月31日現在）

株式分布状況 （2015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 30,708 5.0
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） 23,417 3.8
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 18,418 3.0
三井住友信託銀行株式会社 18,241 3.0

（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32,155千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 33,000名
大株主

代表取締役会長兼社長 永田　　正 取 　 締 　 役 川杉　範秋

代表取締役副社長 紅村　　康 取 　 締 　 役 山本　　護

常 務 取 締 役 髙橋　泰三 取 　 締 　 役 駒田　一郎

常 務 取 締 役 丸山　　荘 取 　 締 　 役 川瀬　明伸

常 務 取 締 役 仲岡　一紀 取 　 締 　 役 保木久仁彦

取締役相談役 加藤　　奐 取 　 締 　 役 伊藤　嘉彦

取 　 締 　 役 武井　良仁 取 　 締 　 役 東宮　秀行

取 　 締 　 役 伊藤　俊司 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 
 258,893千株

■ 個人・その他
 191,725千株

40.28%

29.83%

16.44%

7.28%

5.00%

1.17%
0.00%■ 証券会社

 7,532千株

■ 自己名義株式
 32,155千株

■ その他の法人
 46,810千株

■ 外国法人等
 105,634千株

日経平均株価 （円）当社株価（円）

322015.1121110987652014.4

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

※ 受取方法変更のお問合せ先は上記 株式に関するお問合せ先  を 
ご覧ください。

※ 少額投資非課税口座（NISA口座）を開設し、配当金について非課税の適用を受けるためには、D. 株式数比例配分方式をご選択いただく必要があります。

ご所有の全ての国内上場株式等の配当金について、 
ご利用の証券会社ごとに、お預けになっている株式等の
数に応じて、それぞれの証券会社の口座に按分して振込む
方法。ただし、以下の場合は株式数比例配分方式を 
ご利用いただけません。
● ご所有の株式の一部が特別口座で管理されている 

場合。
● 株式をお預けの証券会社のうち１社でも、株式数比例

配分方式の取扱いをしていない証券会社がある場合。

Ｄ．株式数比例配分方式

配当金の受取方法のご案内
配当金のお受取りには、以下の４つの方法がございます。ご希望に応じてご選択ください。

当社からお送りする配当金領収証により、ゆうちょ 
銀行等でお受取りになる方法。特段のお手続きをされ 
ない場合、この方法となります。

Ａ．配当金領収証方式

ご所有の全ての国内上場株式等の配当金を、ご指定の 
一つの銀行等の預金口座に振込む方法。

（ゆうちょ銀行の口座はご指定できません。）

Ｃ．一括振込方式（登録配当金受領口座方式）

Ｂ．個別銘柄指定方式
銘柄ごとに指定した銀行等の預金口座に振込む方法。

18 19

会社概要・役員一覧・株式の状況

010_0180001302706.indd   18-19 2015/06/14   10:43:15


