
ライフスタイルに合わせたオーダーメイドのサービス！
日常のお掃除やお片付けなどの家事全般を
経験豊富なスタッフがお手伝いします。
家事や暮らしに関するお悩みにもきめ細やかに対応。
より豊かで快適な暮らしをサポートします。

   I N V E S T O R ’ S  G U I D E

2020年度 決算報告  2020.4.1〜2021.3.31

証券コード：9008

京王電鉄株式会社本誌は京王ホームページ「IR・企業情報」でもご覧いただけます。
www.keio.co.jp/company/stockholder/business_report/index.html

写真：9000系20周年記念ヘッドマーク付き車両

ご回答いただいた皆様の中から、抽選で100名様に
京王のギフトカード（1,000円分）を進呈いたします。

※アンケート画面をご利用いただく際のプロ
バイダーへの接続料金および通信事業者へ
の通信料金（電話料等）は、ご利用者様の 
ご負担となります。

※お使いの環境や設定等によっては、アン
ケート画面をご利用いただけない場合が 
あります。

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録
商標です。

京王IR 検索

京王ホームページ
「IR・企業情報」よりアクセス

www.keio.co.jp/company/

株主様アンケートご協力のお願い アンケート実施期間　2021年７月31日まで

QRコードから
直接アンケート画面へアクセス

QRコード読み取り機能のついたスマートフォン
または携帯電話をお使いの方は、右のQRコード
から直接アンケート画面へアクセスできます。

※京王グループのさまざまな店舗等でご利用
いただけます。

※抽選結果の発表は、商品の発送をもって 
かえさせていただきます。

アンケート画面への接続方法
みほん

京王の「家事代行」サービス 寄り添う心でお応えする京王の葬儀

京王ほっとネットワーク 京王メモリアル

東京・神奈川全域の公営斎場、寺院会館、
ご自宅等での葬儀もお任せください。
一日葬、直葬も承ります。（直葬は株主優待の対象外です）

葬儀の施行をはじめ、事前相談から葬儀後の
手続きまでトータルサポート。故人様やご家族
の想いをかたちにする葬儀をお手伝いします。

直営ホール
京王メモリアル北野	
東京都八王子市打越町331-1 京王線北野駅中央南口から徒歩1分

京王メモリアル調布	
東京都調布市布田2-34-6 京王線調布駅東口から徒歩2分

京王メモリアル多摩センター	
東京都多摩市落合1-12-5 京王相模原線京王多摩センター駅東口から徒歩3分

サービスメニュー

掃除
キッチン 洗面所

浴室 トイレ
お部屋

その他家事
お洗濯 布団干し

アイロンがけ 衣類の整理
靴磨き

INVESTOR’S GUIDE けいおう　2021年6月発行
お問合せ内容 部署 電話番号 営業時間・休業日

株主優待・株式等 法務・コンプライアンス部 042-337-3114 ９：１５－１８：００ 
土日祝・12/29～1/3 休

電車の運賃や時刻、 
沿線のイベント情報等 京王お客さまセンター 042-357-6161 ９：００－１８：００ 

12/30～1/3 休

その他 経理部 042-337-3166 ９：１５－１８：００ 
土日祝・12/29～1/3 休

会社概要 （2021年3月31日現在）

会 社 名 京王電鉄株式会社
会 社 設 立 1948年6月1日
本社所在地 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 2,531名

※新型コロナウイルス感染症の影響により営業時間・休業日を変更する場合がございます。

サービスエリア	＞	京王線・井の頭線 沿線全域
お問合せ

0120-84-5410
営業時間

10：00～18：00 ほっとネットワーク
24時間
365日対応

お問合せ

0800-800-8149 京王メモリアル

株主優待券に京王ほっとネットワークと
京王メモリアルが加わりました！NEW

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lenc-lgqdrg-930099c5c4837b8ca961fce36f8a8380
https://www.keio.co.jp/company/stockholder/business_report/index.html


京王電鉄株式会社
代表取締役社長 社長執行役員

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。

はじめに、新型コロナウイルス感染症により、

影響を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げ

ます。

2020年度決算

当期（2020年度）の京王グループは、新型コロナ

ウイルス感染防止対策を徹底しながら積極的な

営業活動に取り組んだほか、投資計画の見直しや、

不要不急の経費の徹底した削減、社債発行などに

よる資金の確保に取り組み、社会インフラを担う

企業グループとして事業活動の継続に努めました。

しかしながら、運輸業、流通業、およびレジャー・

サービス業を中心に大きな影響を被り、当期の

決算については、不動産業を除く各セグメントで

減収となり、営業収益は対前期27.3％減の3,154

億円、純損失は275億円となりました。

大幅な損失を計上しましたが、過去からの株主

還元の実績等を勘案し、当期の期末配当金につき

ましては、１株につき20円といたしました。なお、

中間配当金として１株につき20円をお支払いして

おりますので、当期の年間配当金は１株につき40

円となります。

新型コロナウイルス感染症への対策

新型コロナウイルス感染症への対策については、

対策総本部が中心となり、お客様と従業員の安全

を第一に、電車やバス車両、各種設備の定期的な

消毒と運行中の車内換気に取り組んだほか、緊急

事態宣言の再発出期間中は国土交通省および１都

３県からの要請を踏まえて終電時刻の繰上げを実

施しました。また、商業施設やホテルにおいて、

店頭での消毒液の設置や施設内の定期的な消毒、

ソーシャルディスタンスの確保などに取り組みました。

2020年度における主な取り組み

鉄道事業では、京王線（笹塚駅～仙川駅間）連続

立体交差事業について、事業主体である東京都と

ともに用地取得や土留杭の設置工事、高架化のた

めの準備工事を進めました。座席指定列車「京王 

ライナー」は、平日の朝間および夕夜間時間帯の運行

を拡大しました。安全性向上策では、ホームドア

の整備や監視カメラの設置などを引き続き進めまし

た。自然災害への備えについては、鉄道施設の耐震

補強工事や大雨・強風対策工事を引き続き進めまし

た。今後も、「『安全』は最大の使命であり、最高の

サービスである」ことを常に意識し、さらなる安全

性の向上を目指して日々努力してまいります。

百貨店業では、入退場管理システムを導入し、

会場が密となることを防止しながら催事を開催した

ほか、ＥＣ（電子商取引）の強化に取り組みました。

また、ホテル業では、テレワーク等の新しい生活

様式への変化を捉えた客室プランを積極的に開発・

販売したほか、レストランや宴会場について、感染

防止対策を徹底した営業体制の確立に取り組む

など、グループが一丸となって営業活動に取り組

みました。

2021年度においては、新型コロナウイルス感染

防止対策を徹底しながら事業活動を継続し、「ゼロ

ベースでのコスト構造の見直し」「時流を捉えた

機動的な増収施策の推進」「ニューノーマルを見据

えた事業構造の抜本的な見直し」を３つの軸とし

て、収益力改善に向けた取り組みを早急にはかり

ながら、手元資金の減少を一刻も早く食い止める

利益水準への回復にグループ全体で取り組んでま

いります。

グループ一丸となってこの難局を乗り越えてま

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。

ごあいさつ
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トップメッセージ  



■  新型コロナウイルス感染症

の影響が発生した2019

年度後半までは順調に推移

■  感染防止対策を徹底しなが

ら鉄道事業をはじめとする

社会インフラを維持し、業

績回復のための諸施策を実

施したものの、2020年度

は大幅な赤字となった

収益力を改善し、手元資金の
減少を一刻も早く食い止める

＜中長期方針＞

RESTART
京王の「原点」を再構築し、
沿線生活を維持する

公共交通事業者としての役割を果たす

2015年度-2017年度

成長に向けた
土台作り

2018年度-2020年度

成長の実現

2021年度 　 京王グループ経営計画

当面の回復目標値を　単年度計画として策定
中長期的な
方向性

大規模投資を
完遂する

2020年度
実績

2021年度
計画 対前期

営 業 収 益 3,154 3,435
（3,931）

280
（776）

営 業 利 益 △208 157 365

経 常 利 益 △179 144 323

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 △275 71 346

E B I T D A 142 487 345

資 本 的 支 出 361 477 116

（単位：億円）

※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用
※ 営業収益の下段（　）は「収益認識に関する会計基準」

等適用前の金額を記載

事業構造改革の推進

まちづくりへの注力

稼ぐ力の強化

ゼロベースでの
コスト構造の見直し

時流を捉えた
機動的な増収施策の推進

ニューノーマルを見据えた
事業構造の抜本的な見直し
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2021年度京王グループ経営計画および中長期的な方向性



新宿

渋谷

吉祥寺

仙川調布 笹塚北野京王八王子

多摩動物公園 府中競馬正門前

京王多摩川

高尾山口

聖蹟桜ヶ丘

明大前

下北沢

橋本

東府中高幡不動

京王線・井の頭線沿線の活性化に向けた今後の取り組みをご紹介いたします。 京王線（笹塚駅～仙川駅間）連続立体交差事業
京王線の笹塚駅～仙川駅間約7.2kmの区間
を高架化することにより、25箇所の踏切を
除却するとともに7箇所の都市計画道路を立
体化し、あわせて側道を整備する事業。新た
に創出される駅前や高架下の空間について、
エリア一体での開発計画の検討を進めます。

新宿地区再開発事業
東京都と新宿区が公表した「新宿の拠点
再整備方針」に基づき、将来的な再開発
による価値向上を目指して、引き続き
関係者との協議や開発計画の検討を進
めます。

芦花公園駅
仮設ホーム化

千歳烏山駅～仙川駅間
仮線準備工※

観光型MaaS※高尾山エリア高尾山エリア
観光情報の提供や、観光
プランの提案と予約連携、
電子チケットの拡充
などに取り組み、観
光型ＭａａＳを推進
します。 京王多摩川駅

京王フローラルガーデン敷地および周辺土地
で再開発事業を推進します。

事業の詳細はこちらをご覧ください。

「タカオネ」の概要
開業日 2021年7月17日（予定）
場所 高尾山口駅から徒歩1分
構造 鉄筋コンクリート造　地上5階建て

客室数 28室
運営者 株式会社R. project

高尾山口駅
高尾山口駅から徒歩１分の
立地にある既存の建物を、
さまざまな時間・風景・自
然を楽しむアクティビティ
や食事を提供する体験型ホ
テル「タカオネ」にリノベーションする工事を進めています。

※MaaS： スマートフォンなどのデジタル技術を活用し、あらゆる交通サービスとその他のサービス（観光、物流、医療・福祉、小売りなど）を組み合わせて、一つの
サービスとして提供するもの。MaaSの導入により、効率的な移動が可能となり、移動の利便性向上、公共交通機関の有効活用、交通渋滞の解消など、
地域が抱える課題の解決をはかることができる。

※仮線準備工：現在の線路を移設するための準備工事。詳細はホームページ（工事説明会資料）でご覧いただけます。

下北沢駅
東側高架下で商業施設の建設工事を進めます。

：開発エリア

◀小
田原

渋谷▶

小田
急小
田原
線
新宿
▶

京王井の頭線
◀吉祥寺

下北沢駅
開発の概要

概要 商業施設、駐車場など（計4棟）
規模 地上5階建て、地上2階建てなど

開業年月 第一期：2022年春（予定）
第二期：2022年夏（予定）

橋本駅周辺
京王グループの西の玄関口としての“顔”と
なる、特徴ある街づくりの検討を進めます。

聖蹟桜ヶ丘地区聖蹟桜ヶ丘地区
賑わいがあふれ、回遊性の高い街づくりを目指し
ます。
また、街のシンボルとなる大規模なタワーマンション

「ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデ
ンス」（市内最高の高さ112m）の共同販売を開始
しました。

「ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス」の概要
場所 聖蹟桜ヶ丘駅から徒歩4分
構造 鉄筋コンクリート造　地上33階建て

総戸数 520戸
竣工時期 2022年9月中旬（予定）

仮線準備工
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住んでもらえる、選んでもらえる沿線づくり

https://www.b-seiseki.jp/
https://takaone.jp/hotel/
https://www.keio.co.jp/train/sasazuka-sengawa/index.html
https://www.keio.co.jp/train/sasazuka-sengawa/outline/pdf/section_8.pdf


運輸業

京王グループでは、地震や大雨、台風、大雪などの自然災害からお客様や従業員を
守るため、さまざまな対策を行っています。一例をご紹介します。

全駅に備蓄品（飲料水、
救急シートなど）を配備
しています。

帰宅困難者対策

耐震補強工事を行った高架橋柱
（京王多摩センター駅付近）

構造物の耐震補強工事

法面改修
（北野駅～京王片倉駅間）

大雨対策

激甚化する自然災害に迅速に対応するため、沿線に
地震計、風速計、雨量計、水位計を設置し、24時間
の監視体制を構築しています。また、構造物の耐震
補強工事や大雨対策などの施設改良を継続して推進
しているほか、災害により帰宅が困難になったお客様
への対応として、全駅に備蓄品を配備しています。

京王電鉄

夏の夜間イベント「ビアマウント」
開催時、夜間にケーブルカーが運行不能になった場
合を想定して救助訓練を実施。消灯した車両から乗
客を救助して
沿 線 を 歩 き、
清滝駅まで誘
導する訓練を
行いました。

高尾登山電鉄

不動産業

新宿エリアで地
下駐車場や商業施設「京王モール」「京王
モールアネックス」を運営しており、
大規模災害時には大勢のお客様の安全
確保が必要です。鉄道運行情報の把握
やご案内、負傷された方の緊急車両へ
の誘導も盛り
込んだ全社防
災訓練を実施
しています。

京王地下駐車場

レジャー・サービス業

装備や備品の充実とさま
ざまな訓練で安全・安心を確保しています。シニア、
ファミリー、外国語をお使いの方など、さまざまな
お客様への十分な準備を取り入れながら、実践に
即した訓練を心掛けています。

京王プラザホテル 避難などに活用できる
携帯コミュニケーション
カードを独自に作成。日
英中韓スペインの5カ国
語を記載し、防災時の
ほか、急病人対応など
にも活用できる。

流通業

備蓄品などの配備や定期的な訓練を実施
しているほか、「もしもの備えに！」をテーマに防災ウィークス
を開催するなど、
お客様に向けて
も防災について
積極的に発信し
ています。

京王百貨店 年2回、スーパーマーケッ
トの各店舗で、厨房からの出火や大地震を想
定した防災訓練を実施。お客様の避難誘導や
消防署への通報な
ど、迅速に対処で
きるよう訓練して
います。

京王ストア

めじろ台店での防災訓練「防災のセレクトショップ SEI SHOP」が期間限定で出店

「安心伝言板」を非常時の保護者と
の連絡手段として整備。毎月実施している避難訓練の様子を
安心伝言板で配信することで、非常時にいつでも伝言板を使
えるよう普段から備えています。また、緊急時に職員が的確
に行動できるよう、毎月
さまざまな発災を想定し
て避難訓練を実施。職員
のみならず、子どもたち
も落ち着いて行動できる
よう訓練を行っています。

京王子育てサポート

その他業

保護者や子どもたちと一緒に行う訓練の様子夜間救助訓練 鉄道運行情報の館内放送（模擬）

運輸指令所などの
鉄道現業事務所で
モニター監視

雨量計
8カ所

水位計
3カ所

地震計
11カ所 17カ所

風速計

緊急地震
速報

地震

大雨

強風

河川増水
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備えは万全に！　京王グループの災害対策



決算に関する資料は京王ホームページ「IR・企業情報」でもご覧いただけます。
www.keio.co.jp/company/ 京王IR 検索

※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。
※セグメント別の営業収益、営業利益に記載の金額には、セグメント間取引を含みます。
※ 本誌には、決算公表時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、さまざま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。

新型コロナウイルス感染防止対策を徹底しながら積極的な営業活動に取り組んだほか、投資計画の見直し
や、不要不急の経費の徹底した削減、社債発行などによる資金の確保に取り組み、社会インフラを担う企業グループとし
て事業活動の継続に努めましたが、運輸業、流通業、およびレジャー・サービス業を中心に大きな影響を被り、2018年度
を初年度とする「京王グループ中期３カ年経営計画」の最終年度として当初掲げていた当期目標は未達となりました。
連結営業収益は、不動産業を除く各セグメントで減収となり3,154億円（前期比27.3％減）、連結営業損失は208億円、
親会社株主に帰属する当期純損失は、減損損失の計上などにより275億円となりました。

セグメント構成状況

■ 運輸業
京王電鉄
京王電鉄バス
京王自動車
他 11社

京王百貨店
京王ストア
京王書籍販売
他 5社

京王電鉄
京王不動産
リビタ
他 3社

京王プラザホテル
京王観光
京王エージェンシー
他 7社

京王設備サービス
京王重機整備
京王建設
他 9社

■ 流通業 ■ 不動産業 ■ レジャー・サービス業 ■ その他業

※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。
※会社名および会社数は、2021年3月末現在のものです。

※ 日本格付研究所（JCR）による
長期発行体格付（1998年～）

資産合計

手元資金を拡充したことなどにより359億円増加しました。

8,766 億円 9,126 億円
営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益の減少などにより、流入額は432億円減少しました。

501 億円 68 億円

負債合計

社債やコマーシャル・ペーパーの発行などにより649億円増加しました。

5,032 億円 5,682 億円
投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無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197億円減少しました。

△ 505 億円 △ 308 億円

純資産合計

3,734 億円 3,443 億円

自己資本比率

42.6 % 37.7 %

連結貸借対照表 連結キャッシュ・フロー計算書
2019年度 2019年度2020年度

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 156 億円 587 億円
社債の発行による収入やコマーシャル・ペーパーの発行などにより、

流入額は587億円となりました。

2020年度

（億円）

0

5,000

（年度）2019 2020

1,000

2,000

3,000

4,000

4,336

3,154

連結営業収益

△500

△250

0

250

（億円）
500

（年度）2019 2020

△208

360

連結営業利益
（億円）

0

800

（年度）2019 2020

200

400

600

722

142

連結EBITDA※

△500

△250

0

250

（億円）
500

（年度）2019 2020

△275

178

親会社株主に帰属する当期純利益

より詳しい決算情報等を記載しております。
あわせてご活用ください。

（証券アナリスト・機関投資家の皆様を対象
とした内容です。）

京王ホームページ
「決算説明会資料」のご紹介

連結営業収益の変動要因（対前期） 連結営業利益の変動要因（対前期）

4,336 3,154
(△1,182)△16

△487
360 △297

+26△336
△412

+43 △208
(△568)

△44 △4

△236

+12 +2

0

1,000

2,000

5,000

4,000

3,000

（億円） （億円）

△300
△200
△100

0

400
300
200
100

その他業流通業 不動産業レジャー・
サービス業

連結
修正

運輸業2019年度
実績

2020年度
実績

その他業流通業 不動産業運輸業 連結
修正

レジャー・
サービス業

2019年度
実績

2020年度
実績

2020年度実績2020年度実績

2020年度実績

連結営業収益の変動要因（対前期） 連結営業利益の変動要因（対前期）

3,154
3,435
(+280)+14+325

△208 +186

△266+19+199 △10 157
(+365)+32 △9+163 △1 △4

0

1,000

2,000

4,000

3,000

（億円） （億円）

△200

△100

0

300

200

100

その他業不動産業 流通業レジャー・
サービス業

連結
修正等

運輸業2020年度
実績

2021年度
見通し

その他業流通業 不動産業運輸業 連結
修正等

レジャー・
サービス業

2020年度
実績

2021年度
見通し

2021年度見通し2021年度見通し

鉄道輸送人員および国内需要（百貨店業やホテル業等）は、新型コロナウイルス感染拡大前の15％～20％
減を想定、また、訪日外国人旅行客による需要は、国内需要より回復が遅れると想定し、連結営業収益は3,435億円（前
期比8.9％増）、連結営業利益は157億円、連結経常利益は144億円、親会社株主に帰属する当期純利益は71億円を見
込んでおります。なお、2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用しております。適用前の基準に基づく連
結営業収益は3,931億円（前期比24.6％増）、このうち流通業は1,493億円（前期比16.3％増）となります。

2021年度計画

※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、連結営業利益＋減価償却費＋のれん償却額により算出しております。

継続して

ＡＡ
を取得

格付
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決算情報

https://www.keio.co.jp/company/index.html
https://www.keio.co.jp/company/stockholder/results_briefing/index.html


※ 本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役
および執行役員が選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

 この結果、当社の役員は右記の「役員一覧」のとおりとなりました。

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件　
 原案どおり承認可決され、当期の期末配当金

は１株につき20円と決定されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
 11名選任の件
 原案どおり承認可決されました。※

第100期定時株主総会
決議ご通知

　2021年6月29日開催の第100期定時株主総会

におきまして、下記のとおり報告および決議されま

したのでご通知申し上げます。

１．  第100期（2020年4月1日から2021年3月31日
まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容
報告の件

 上記の内容について報告いたしました。

２．  第100期（2020年4月1日から2021年3月31日
まで）連結計算書類の会計監査人および監査等委員会
監査結果報告の件

 上記の内容について報告いたしました。

報告事項

役員一覧 （2021年6月29日現在）

取締役	専務執行役員 仲 岡 　 一 紀

取締役	常務執行役員 南 　 　 佳 孝

取締役	常務執行役員 寺 田 雄 一 郎

取締役	常務執行役員 都 村 　 智 史

取締役 高 橋 　 　 温

取締役 古 市 　 　 健

取締役 駒 田 　 一 郎

取締役 丸 山 　 　 荘

取締役 若 林 　 克 昌

取締役	監査等委員（常勤） 伊 藤 　 俊 司

取締役	監査等委員（常勤） 竹 川 　 浩 史

取締役	監査等委員 北 村 　 敬 子

取締役	監査等委員 金 子 　 正 志

執行役員 宮 坂 　 周 治

執行役員 小 野 　 正 浩

執行役員 番 　 　 　 睦

執行役員 山 岸 　 真 也

執行役員 井 上 　 晋 一

執行役員 髙 木 　 　 保

代 表 取 締 役 会 長 永
なが

 田
た

　 　 正
ただし

代 表 取 締 役 社 長
社 長 執 行 役 員 紅

こう

 村
むら

　 　 康
やすし

単元未満株式の買取・買増制度のご案内

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

株主メモ

株式に関するお問合せ先

お手続きの内容 証券会社に口座を開設されている株主様 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）

住所・氏名などの変更
口座を開設されている

証券会社にお問合せください。
配当金の受取方法・振込先の変更
単元未満株式の買取・買増請求
マイナンバーのお届出
未払配当金のお支払
その他の株式事務

フリーダイヤル

 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

三井住友信託銀行　証券代行部

※株主優待内容は924株お持ちのときと同じです。

924株
ご所有の場合 単元株式 

900株に！

買取代金は
ご指定口座へ

ご入金

　当社の株式は100株が1単元（最低売買単位）となっておりますので、単元未満株式（1～99株）については株式市場で売買することが
できません。当社では、単元未満株式について市場価格による買取および買増制度をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

買取請求 ▶

買増請求 ▶

【買取・買増請求の例】

内訳

単元未満株式24株を
当社に対して売却して
900株（9単元）にする

株主様が、ご所有の単元未満株式を当社に対し買い取るよう請求する制度。

株主様が、ご所有の単元未満株式を単元株式（100株）にするため、
当社に対し株式を売り渡すよう請求する制度。

単元株式

900株
+

単元未満株式
24株

24株
当社が買い取り

※ 買取価格は当社株主名簿管理人が
買取請求を受け付けた日の終値

※単元未満株式の買取・買増請求は特別口座でも行うことができます。

単元株式 
1,000株に！

株主優待が
1,000株のものに

ランクアップ!

単元未満株式24株を
単元株式にするため
76株を買増して1,000

株（10単元）にする

76株
株主様が買い増し

※ 買増価格は当社株主名簿管理人が
買増請求を受け付けた日の終値
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実施会社など ご優待内容
ご所有株式数

100株以上 200株以上 1,000株以上 2,000株以上

京王百貨店 お買物金額10％割引 5枚 10枚 20枚 30枚

京王百貨店（写真・貸衣裳） 貸衣裳・記念写真等10%割引 2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 10枚 20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 5枚 10枚

京王食品
（ベーカリー&カフェ ルパ） お買物金額10％割引 5枚 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 5枚 10枚

京王プラザホテルチェーン 株主様向け優遇宿泊料金ご適用
ご飲食代10％割引 5枚 10枚 20枚

京王観光 キングツアー5％割引
その他 パッケージツアー3％割引 5枚 10枚 20枚

京王プレッソイン 電話予約時の宿泊料金から500円割引 2枚

京王プレリアホテル
（京都烏丸五条・札幌）

株主様向け優遇宿泊料金ご適用 5枚

京王自動車（京王タクシー） タクシー運賃50円割引 3枚 6枚

京王自動車（車検・点検・整備） 工賃10％割引 2枚

京王運輸 引越料金20％割引（段ボール50枚サービス） 2枚

京王不動産 売買仲介手数料10％割引 1枚

京王ほっとネットワーク 家事代行サービス1,000円割引 2枚

京王メモリアル 基本プラン10%割引
（直葬・お別れプランは対象外） 1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 シルキーウインズ）

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（シルキーウインズは対象外） 5枚

京王レクリエーション
（京王ゴルフ練習場）

打ち放題全日100円割引 2枚
打ち放題平日200円割引 3枚

京王百草園 入園料20％割引 4枚

京王高尾山温泉 ⁄  極楽湯 入館料100円割引 2枚 4枚

京王あそびの森 ハグハグ 入館料100円割引 4枚

京王グループカレンダー 引換券
（年1回 11月末送付分のみ）

ー 1枚

■　株主優待乗車証
ご所有株式数 ① 株主優待乗車証 ② 高速バス優待券※2

100株以上 電車全線優待乗車券2枚※1

選択できません
200株以上

200株につき
電車全線優待乗車券4枚

1,000株以上 2枚
1,400株以上 3枚
2,000株以上 4枚
2,400株以上 5枚
3,000株以上 6枚
3,400株以上 7枚
4,000株以上 8枚
4,400株以上 9枚
5,000株以上 10枚
5,400株以上 11枚

6,000株以上 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

11,400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

①
と
②
の
ど
ち
ら
か
1
つ
を
選
択

「株主優待乗車証」を西東京バスが発行する「金額式IC定期券」と交換いただけます。※5
西東京バス「金額式IC定期券」交換制度

必要となる株主優待乗車証の枚数
株主優待乗車券 28枚

電車全線優待パス、または 
電車・バス全線優待パス 1枚

交換対象の金額式IC定期券
180円区間・1カ月

200円区間・6カ月
▶

11月末送付
（有効期間12月～翌年5月）

基準日
9月30日

5月末送付
（有効期間6月～11月）

基準日
3月31日

年2回
送付

長期保有株主優待制度※6

※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、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。 ※5 交換対象の金額式IC定期券以外の区間運賃・期間の金額式IC定期券についても、交換対象の金額式IC定期券との差額をお支払いいただければ交換可能です。
※6 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1,000株以上保有され、株主番号が同ーである方に限ります。

12,000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。

「高速バス優待券」交換制度
「①株主優待乗車証」を
「②高速バス優待券」と交換いただけます。
（①と②はどちらか一方のみの発行）
ご利用いただける高速バスの路線
■	新宿～松本線　■	新宿～安曇野・白馬線
■	新宿～長野線　■	新宿～飛騨高山線 の4路線

ご所有株式数 電車全線優待パス交換枚数
12,000株以上 2枚
20,000株以上 3枚
30,000株以上 4枚
60,000株以上 5枚

100,000株以上 7枚
200,000株以上 10枚

さらに 3年以上1,000株以上ご所有の株主様

■　株主優待券 （持参人様がご利用いただけます）

入園券 2枚

京王百草園

 8枚

電車全線
優待乗車券

入館券引換券 2枚

京王れーるランド

入館券（大人） 2枚

京王あそびの森 
HUGHUG ＜ハグハグ＞

入館券（平日） 2枚

京王高尾山温泉 /  
極楽湯

詳しくは京王ホームページをご覧ください 京王  優待 検索

電車全線優待パス複数枚交換制度

NEW

NEW

NEW
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株 主 優 待
の ご 案 内

https://www.keio.co.jp/company/stockholder/benefit_plan/index.html



