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はじめに
東日本旅客鉄道株式会社(以下「ＪＲ東日本」と略称)が快走を続けている。2013 年 4 月
30 日に発表した同社の決算短信によると、売上高 2 兆 6,718 億円で前年度比 5.5％、営業
利益は 3,975 億円と同 10.4％とそれぞれ増加した。当期純利益は 1,753 億円の 61.3%増と
なった。前々期が 3 月 11 日に発生した東日本大震災の影響を受け 36.6％の大幅減益を余儀
なくされた後、2012 年 3 月期の当期純利益が同 42.7%増と回復に転じた後に続く、それを
大きく上回る大幅増益となった。この背景には主力の運輸業が順調に売上高を伸ばしたこ
とに加えて、駅スペース活用、ショッピング・オフィス、その他の非運輸業が収益力を下
支えしていることもある。同社の 2000 年以降の業績の推移を振り返りながら、ＪＲ東日本
の収益構造がどうのように変わりつつあるのかを、セグメント情報を中心に検討していく
ことにしたい。特にセグメント情報は 2011 年 3 月期以降からマネジメント・アプローチ法
派が採用されており、有価証券報告書などの投資家向け情報の有用性が高まっていること
に注目したい
１ 事業の内容と業績の推移
（１）事業の内容
ＪＲ東日本の事業内容は図表 1 のとおりである。
図表 1 ＪＲ東日本の事業内容
事業の区分
運輸業

事業の概要
鉄道事業を中心とした旅客運送事業を展開している。ＪＲ東日
本の鉄道事業の営業エリアは、主として関東および東北地方の１
都16県にわたり、駅数は1,689駅、営業キロは在来線が6,377.9km、
新幹線が1,134.7km、総合計は7,512.6kmとなっている。
主な関係会社：ＪＲ東日本、◎ジェイアールバス関東㈱、◎東
京モノレール㈱

駅スペース活用事業

駅を利用する客をターゲットに、駅において商業スペースを創
出し、小売店、飲食店、コンビニエンスストア等の各種事業を展
開している。
主な関係会社：ＪＲ東日本(駅スペースの創出等)、◎㈱ＪＲ東
日本リテールネット、◎㈱日本レストランエンタプライズ
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ショッピング・オフィ
ス事業

駅周辺エリアも含めた客をターゲットに、駅および駅周辺の用
地を開発し、ショッピングセンターの運営事業およびオフィスビ
ル等の貸付業を展開している。
主な関係会社：ＪＲ東日本(ショッピングセンター・オフィスビ
ルの開発等)、◎㈱ルミネ、◎㈱アトレ、◎㈱ジェイアール東日本
都市開発、◎㈱ジェイアール東日本ビルディング

その他の事業

駅および駅周辺等を活用して、ホテル業、広告代理業等を展開
している。主な関係会社は次のとおり。
(ホテル業) ＪＲ東日本、◎日本ホテル㈱、
◎仙台ターミナルビル㈱
(広告代理業) ◎㈱ジェイアール東日本企画
(旅行業) ◎㈱びゅうトラベルサービス、○㈱ジェイティービー
(卸売業) ◎㈱ジェイアール東日本商事
(貨物自動車運送事業) ◎㈱ジェイアール東日本物流
(情報処理業) ◎㈱ジェイアール東日本情報システム
(清掃整備・駅業務運営業)◎㈱東日本環境アクセス
(クレジットカード事業) ◎㈱ビューカード
(その他サービス業) ＪＲ東日本、◎ＪＲ東日本メカトロニクス
㈱、◎ジェイアール東日本ビルテック㈱、○ＵＱコミュニ
ケーションズ㈱、○セントラル警備保障㈱
(注) ◎は連結子会社、○は持分法適用関連会社を示す。

(資料)ＪＲ東日本『有価証券報告書』
（２）業績の推移
ＪＲ東日本の業績の推移を 2004 年 3 月期から 2013 年 3 月期までの 10 年間の推移を見たも
のが図表 2 及び図表 3 である。まず図表 2 をみると、最近 10 年間のＪＲ東日本の業績の推
移が概観できる。その特徴をまとめると、まず売上高が 2 兆 5,000 億円を超えた水準でほ
ぼ横ばいで推移していること、売上高営業利益率で見た収益力も年により波があるものの
おおむね安定していることを指摘できよう。この理由は、主力の運輸業の健闘に負うとこ
ろが大きい。今後もその傾向がしばらく続くと考えられるから、業績そのものが大きく崩
れることはなさそうである。
次に各年度の業績の推移(図表 3 参照)を見ていこう。売上高は 2010 年 3 月期に大きく落
ち込んだ。これは高速道路料金の土日祝日上限が 1,000 円に引き下げられたためマイカー
利用が増え、鉄道などの利用者が減ったためだが、2011 年 3 月期以降は東日本大震災の発
生が追い打ちをかけたことも響いた。そして売上高は 2013 年 3 月期なってようやく上向く
ことになった。
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一方、営業利益は 2011 年 3 月期以降営業増益に転じた。しかし 2013 年 3 月期で見ても
過去 10 年間でピークだった 2008 年 3 月期の水準にはまだ回復していない。同社の今後の
売上高の動向を展望すると、鉄道業は料金の値上げを実施しない限り大幅な増収は難しい
と思われるから、駅スペース活用事業やショッピング・オフィイス事業、さらにはホテル
業を核としたその他事業の展開にかかっていると言えそうである。

図表 2 ＪＲ東日本の業績の推移
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(資料)ＪＲ東日本『有価証券報告書』
（３）各決算期の業績の概要
ＪＲ東日本の各決算期の業績の概要は次のようになる。
図表 3 ＪＲ東日本の各決算期の業績動向
決算期
04 年 3 月期

業績
0.9%

概要

減 収

営業収益は駅スペース活用事業の売上の減少や、その他事

2.4% 増 益

業における事業分野再編などにより、前期比 0.9％減の 2
兆 5,422 億円となったものの、営業利益は人件費等の減少
により同 2.4％増の 3,514 億円。

05 年 3 月期

0.2%

減 収

営 業 収 益 は 、 運 輸 業 の 減 収 に よ り 前 期 比 0.2 ％ 減 の

2.0% 増 益

2,537,480 百万円となり、営業利益は人件費の減少等によ
り、同 2.0％増の 358,534 百万円。

06 年 3 月期

2.2%

増 収

営業収益は、全セグメントにおいて増収だったことにより

10.5% 増 益

前期比 2.2％増の 2,592,393 百万円となり、営業利益は同
10.5％増の 396,099 百万円。

07 年 3 月期

2.5% 増 収

営業収益は、全セグメントにおいて増収だったことにより

8.1% 増 益

前期比 2.5％増の 2,657,345 百万円となり、営業利益は同
8.1％増の 428,097 百万円。

08 年 3 月期

1.7% 増 収

営業収益は全セグメントにおいて増収だったことにより、

4.0% 増 益

前期比 1.7％増の 2,703,563 百万円となり、営業利益は同
4.0％増の 445,159 百万円。

09 年 3 月期

0.2% 減 収

営業収益はＪＲ東日本の運輸業が減収だったことなどによ

2.8% 減 益

り前期比 0.2％減の 2,696,999 百万円となり、営業利益は
減価償却費が増加したことなどにより前期比 2.8％減の
432,554 百万円。

10 年 3 月期

4.6% 減 収

営業収益は、運輸収入が 09 年 3 月から実施された高速道路

20.3% 減 益

料金の土日祝日上限 1,000 円施策により、鉄道などの利用
が減少したことにより前期比 4.6％減の 2,573,723 百万円
となり、営業利益は減価償却費が増加したなどにより同
20.3％減の 344,848 百万円。

11 年 3 月期

1.4% 減 収

営業収益は、東日本大震災の影響を受け、ＪＲ東日本の運

0.1% 増 益

輸収入が大幅な減収となったことなどにより、前期比
1.4％減の 2,537,353 百万円となりました。また、営業利益
は人件費の減少などにより同 0.1％増の 345,086 百万円

12 年 3 月期

0.2% 減 収

営業収益は、東日本大震災の影響を受け、ＪＲ東日本の運
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4.3% 増 益

輸収入が減収となったことなどにより、前期比 0.2％減の
2,532,173 百万円となった。また、営業利益は物件費の減
少などにより前期比 4.3％増の 360,024 百万円

13 年 3 月期

5.5%

増 収

営業収益は、前期の東日本大震災による影響の反動等に伴

10.4% 増 益

い、JR 東日本の運輸収入が増加したことにより前期比 5.5%
増の 2 兆 6,718 億円となり、営業利益は同 10.4%増の 3,975
億円となった。

(資料)ＪＲ東日本『有価証券報告書』
（４）セグメント別の業績の概要
ＪＲ東日本の各決算期のセグメント別の業績の概要は次のようになる。増収(増益)を勝
ち、減収(減益)を負けとみなして 10 年間の勝敗をセグメントごとにみると、次のようにな
る。
図表 4（1）ＪＲ東日本のセグメント別業績動向勝敗
セグメント区分

売上高

営業利益

運輸業

4勝6敗

7勝3敗

駅スペース活用事業

7勝3敗

6勝4敗

ショッピング・オフィイス事業

9勝1敗

8勝2敗

その他事業

6勝4敗

4勝6敗

(資料)ＪＲ東日本『有価証券報告書』
図表 4（2） ＪＲ東日本のセグメント別業績動向
決算期

運輸業

駅スペース

Ｓ・Ｏ

その他

04 年 3 月期

0.1%減収 2.3%増益

0.8%減収 3.5%減益

2.6%増収 6.3%増益

8.2%減収 2.8%増益

05 年 3 月期

0.8%減収 1.1%増益

1.1%増収 2.8%減益

3.7%増収 7.7%増益

2.6%減収 2.5%減益

06 年 3 月期

1.4%増収 12.1%増益

4.1%増収 15.4%増益

4.8%増収 8.1%増益

5.6%増収 11.3 減益

07 年 3 月期

1.1%増収 7.2%増益

4.7%増収 9.1%増益

3.9%増収 8.9%増益

7.4%増収 15.6%増益

08 年 3 月期

1.8%増収 4.0%増益

1.5%増収 9.2%増益

4.0%増収 2.0%増益

2.9%増収 3.5％減益

09 年 3 月期

1.4%減収 6.8%減益

3.0%増収 5.2%増益

8.2%増収 17.1%増益

0.6%増収 0.3%減益

10 年 3 月期

4.3%減収 25.2%減益

7.7%減収 12.7%減益

1.8%増収 1.0%減益

3.1%減収 21.8%減益

11 年 3 月期

2.0%減収 1.8%減益

0.0%減収 5.9%減益

1.3%減収 7.3%減益

1.4%増収 70.8%増益

12 年 3 月期

0.9%減収 4.2%増益

2.4%増収 8.3%増益

2.7%増収 3.5%増益

3.6%減収 4.7%減益

13 年 3 月期

5.3%増収 12.6 増益

2.1%増収 10.6%増益

4.3%増収 2.5%増益

12.1%増収 22.2%増益

(資料)ＪＲ東日本『有価証券報告書』
(注) 駅スペースは同活用事業、Ｓ・Ｏはショッピング・オフィス事業の略。増減益は営
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業利益ベース。
図表 4（1）
、4（2）
、図表 5、図表 6 及び図表 7 は、ＪＲ東日本の 4 つのセグメントの 10
年間の売上高と営業利益の動向をまとめたものである。主力の運輸業は新幹線を活用した
観光需要の掘り起こしなどに力を入れるなど懸命の努力を続けているものの、利用者の大
幅増加が期待できない状態が続いているため、総じて横ばい、ないし微減収とみて良い。
ただし収益面での貢献は依然として大きい。運輸業の場合、営業利益を売上高で割った営
業利益率はショッピング・オフィイス事業に次いで高く、約 15%前後で推移しているため、
売上高の規模が大きいこともあり、名実ともにＪＲ東日本の最大の収益源である（セグメ
ント別の 10 年間の勝敗は売上高が 4 勝 6 敗、営業利益は 7 勝 3 敗）。
駅スペース活用事業は一見すると派手さはないが、日々の乗降客を相手に手堅事業を行
っているため、業績も安定的に推移している。
図表 5 ＪＲ東日本のセグメント別売上高の推移

(資料)ＪＲ東日本『有価証券報告書』
ショッピング・オフィイス事業はＪＲ東日本の成長を支える一方、セグメント別営業利
益率も高く、収益面での貢献も高まっている。セグメント別勝敗も売上高が 9 勝 1 敗、営
業利益は 8 勝 2 敗と他のセグメントを圧倒している。
その他事業は、守備範囲が広く一言で言い表すのは難しいが、今後の潜在的な成長余力
は案外高いかもしれない。現在は事業分野の再構築中といったところか。勝敗は売上高が 6
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勝 4 敗、営業利益が 4 勝 6 敗で推移している。
図表 6 ＪＲ東日本のセグメント別営業利益の推移

(資料)ＪＲ東日本『有価証券報告書』
図表 7 ＪＲ東日本のセグメント別営業利益率の推移

(資料)ＪＲ東日本『有価証券報告書』
（５）各決算期の概要
各決算期の業績の概要をセグメント別に具体的に見ていこう。
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【2004 年 3 月期】
①運輸業は、新幹線ネットワークや首都圏の在来線ネットワークの輸送力強化などによ
り鉄道の利用促進および収入の確保に努めた。「あったか北東北～はやて １ｓｔ Ａｎｎ
ｉｖｅｒｓａｒｙ」キャンペーンを展開し、北東北の観光需要の拡大を図ったほか、東北・
信越方面から東京へ向けた観光流動の拡大などの増売に努めた。新幹線では、上越新幹線
において本庄早稲田駅を新規に開業。ＪＲ東日本の輸送量は、新幹線や首都圏在来線の堅
調な伸びや、うるう年の効果等により、前年度を上回った。
②駅スペース活用事業は、引き続き 21 世紀の新しい駅づくり「ステーションルネッサン
ス」を推進した。具体的には、首都圏のターミナル駅などを中心に行う大規模開発として
「ディラ阿佐ヶ谷」(東京)、「ディラ西荻窪」(東京)を開業した。新しい駅空間を創出し
駅のメリットを最大限生かした商業展開を行うため、「ＪＲ東日本ステーションリテイリ
ング」を設立した。
③ショッピング・オフィス事業は、オフィス機能と商業機能を併せ持つ大型ビル「ＪＲ
品川イーストビル」(東京)をオープンし、ビル内の商業ゾーンにショッピングセンター「ア
トレ品川」を開業した。また、高架下空間を有効活用したショッピングセンターとして「ア
ルカード赤羽生活提案館」(東京)を開業したほか、飲食、食品、雑貨などの生活に密着し
た店舗を展開するショッピングセンターとして「ルミネ川越」(埼玉)などを開業した。
グループ会社の再編成は、４件 8 社のショッピングセンター運営会社の合併(ルミネとル
ミネ荻窪、仙台ターミナルビルと福島ステーション開発、水戸ステーション開発と土浦ス
テーション開発、長野ステーションビル (現ステーションビルＭＩＤＯＲＩ)と松本ステー
ションビル)を行い、営業力や財務基盤の強化などを図った。
④その他事業
ホテル業で「ホテルメッツ目白」(東京)と、新技術を導入して高架下を活用した「ホテ
ルドリームゲート舞浜」(千葉)を開業した。
広告業は、交通広告の魅力を高めるために商品設定や料金設定の見直しを行うとともに、
車体広告実施線区の拡大や車内映像広告の販売促進を図った。また、ステーションルネッ
サンスの一環として駅の広告媒体の整備・改良を進め、増売に努めた。
住宅分譲事業は、「幕張ベイタウンマリンフォート」(千葉)と「びゅうヴェルジェ安中
榛名」(群馬)の販売を実施したほか、「幕張ベイタウンシティズフォート」(千葉)の販売
を開始。
クレジットカード事業は、ビューカードと Suica イオカードが一体となった「ビュー・
スイカ」カードを発行した。また、従来の「ＶＩＳＡ」に加えて「ＪＣＢ」、「Ｍａｓｔ
ｅｒＣａｒｄ」ブランドのカードを新たに発行し、ラインナップを充実させた。「Suica」
によるショッピングサービス(電子マネー)は、2004 年 3 月よりサービスを本格的にスター
トした。
【2005 年 3 月期】
①運輸業
運輸業は、鉄道事業を中心に、新幹線ネットワークや首都圏の在来線ネットワークを活
用して鉄道の利用促進と増収に努めた。ゴールデンウィークや夏休み期間などの列車増発
や、新幹線ネットワークを活用した「山形デスティネーションキャンペーン」、「Ｊａｐ
8
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Ｂｅａｕｔｙ

ホクリク

キャンペーン」などを展開した。また、2004（平

成 16）年 10 月のダイヤ改正で湘南新宿ラインの大増発や普通列車グリーン車の導入等、直
通サービスや着席サービスを改善し、客の利便性の向上を図った。
バス事業は、高速バス路線の拡大や鉄道との相乗効果を生かした商品設定などにより利
用の促進に努め、新型車両の導入などを行った。また、モノレール鉄道業は、快速の運転
本数を大幅に拡大したほか、2004（平成 16）年 12 月には羽田空港第２旅客ターミナルの開
業にあわせ「羽田空港第２ビル駅」を開業した。
しかし、新潟県中越地震の影響等により鉄道輸送量は前期を下回った。
②駅スペース活用事業
駅スペース活用事業は、引き続き 21 世紀の新しい駅づくり「ステーションルネッサンス」
を推進した。「ディラ蘇我」(千葉)、「ディラ西船橋」(千葉)を開業した。コンビニエン
スストア「ＮＥＷＤＡＹＳ」の増設や、駅弁専門店「駅弁屋旨囲門」の展開などを進めた。
さらに、エキナカ空間のさらなる魅力の向上をめざし、「駅構内開発小売業」という新し
いビジネスモデルを実践した「エキュート大宮」(埼玉)を 2005（平成）17 年 3 月に開業し
た。
③ショッピング・オフィス事業
ショッピング・オフィス事業は、「アズイースト」(埼玉)などを開業し、「茅ヶ崎ルミ
ネ」(神奈川)、「シャポー船橋」(千葉)、「マイシティ」(東京)、「アプリーズ」(青森)、
「エクセル」(茨城)、「横浜シァル」(神奈川)などにおいてリニューアルを実施した。
グループ会社の再編成は、6 件 12 社のショッピングセンター運営会社の合併(東京圏駅ビ
ル開発と亀戸ステーションビルおよび目黒ステーションビル、仙台ターミナルビルと郡山
ステーションビル、仙台ターミナルビルと山形ターミナルビル、宇都宮ステーション開発
と小山ステーション開発、秋田ステーションデパート (現秋田ステーションビル)と秋田タ
ーミナルビル、トッキーと越後ステーション開発)を行った。
④その他事業
ホテル業では、池袋ターミナルビルを２社に会社分割し、分割会社であるホテルメトロ
ポリタンをＪＲ東日本ホテルチェーンの基幹会社と位置づけて、ホテルチェーンオペレー
ション機能の強化を図った。
広告代理業では、車体広告の販売拡大や、新規媒体開発を積極的に行い、増収に努めた。
住宅分譲事業では、「びゅうヴェルジェ安中榛名」(群馬)などの販売を引き続き実施し
たほか、「びゅうパルク板橋弥生町」(東京)の販売を開始した。
クレジットカード事業は、「ビュー・スイカ」カードの入会促進に努めるとともに、積
極的に社外との提携を推進し、2004（平成 16）年 12 月に「ＪＡＬカード Suica」の募集を
開始した。当年度にビューカード全体で 32 万人を超える会員を獲得した。「Suica」は、
電子マネーの加盟店拡大を積極的に進めた結果、当年度末現在、約 1,000 店舗で利用でき
るようになった。
【2006 年 3 月期】
①運輸業
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運輸業は、2005（平成 17）年 12 月のダイヤ改正により新幹線の輸送体系を大幅に改善し
増発等を実施するとともに、2006 年 3 月のダイヤ改正では東武鉄道との間で新宿駅発着の
特急列車の相互直通運転を開始した。また、シニア世代、団塊世代をそれぞれターゲット
とした会員組織「大人の休日倶楽部ジパング」、「大人の休日倶楽部ミドル」のサービス
を開始した。
バス事業は、厳しい競争環境の中で、高速バス路線を拡大するとともに、新しい販売シス
テムを導入して客のニーズに応じた商品設定を行うなどご利用の促進に努めた。
モノレール鉄道業は、2005 年４月のダイヤ改正で土休日の快速の運転本数を大幅に拡大
した。
新潟県中越地震による減収の反動と前期に実施した湘南新宿ラインの大増発や普通列車
グリーン車の導入等の効果などにより、鉄道ネットワークの輸送量は前期を上回った。
②駅スペース活用事業
駅スペース活用事業は、引き続き 21 世紀の新しい駅づくり「ステーションルネッサンス」
を推進した。「ディラ大船」Ⅰ期(神奈川)、「ディラ高円寺」(東京)を開業したほか、盛
岡駅、宇都宮駅、高崎駅等で大規模開発を進めた。また、コンビニエンスストア「ＮＥＷ
ＤＡＹＳ」を増設した。さらに、エキナカ空間のさらなる魅力の向上をめざし、「駅構内
開発小売業」という新しいビジネスモデルとして前期に開業した「エキュート大宮」(埼玉)
に続き、「エキュート品川」(東京)を 2005 年 10 月に開業した。
③ショッピング・オフィス事業
ショッピング・オフィス事業においては、ショッピング事業では、「アトレヴィ秋葉原」
(東京)、「小田原ラスカ」(神奈川)を開業するとともに、「エスパル仙台」(宮城)、「モ
ントレー」(群馬)、「アトレ目黒」(東京)、「アトレ亀戸」(東京)等のリニューアルを実
施した。
オフィス事業では、2005 年７月にオフィス事業の中核会社としてジェイアール東日本ビ
ルディングを設立し、グループオフィスビルの運営管理事業の集約を進め、事業の効率化
と運営体制の強化を図るとともに、
同 4 件 10 社のショッピングセンター運営会社の合併(東
京圏駅ビル開発と大森プリモおよび秋葉原、平塚ステーションビル (現湘南ステーション
ビル)とルミネ茅ヶ崎およびアボンデ、盛岡ターミナルビルと青森ステーション開発、高崎
ターミナルビルと熊谷ステーション開発)を行い、営業力や財務基盤等の強化を図った。
④その他事業
ホテル業では、「ホテルメッツ赤羽」(東京)、「ホテルメッツ福島」(福島)を開業し、首
都圏のホテル会社３社(ホテルメトロポリタン、ホテルエドモント、(旧)日本ホテル)を再
編した。
広告代理業では、車体広告の販売拡大を進めるとともに、山手線の車内モニター画面での
映像広告システムを増強し、広告枠の拡大やニーズに即した商品企画に取り組んだ。
住宅分譲事業では、
「びゅうヴェルジェ安中榛名」(群馬)などの販売を引き続き実施した。
その他サービス業では、「ジェクサー・フィットネスクラブ赤羽」(東京)を開業し、映画
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やテレビドラマ、ＣＭ等の撮影場所として駅や列車を利用する「ロケーションサービス」
を開始。
クレジットカード事業では、定期券機能付きの「ビュー・スイカ」カードやビックカメ
ラ等との提携カードの発行、さらに携帯電話機に Suica の機能を搭載した「モバイル
Suica」サービス(会員制)の開始などにより、当連結会計年度に獲得した会員数は 69 万人
を超え、過去最高となった。
【2007 年 3 月期】
①運輸業
鉄道事業は、「この夏も会津へ２００６キャンペーン」、「ちばデスティネーションキャ
ンペーン」など季節ごとに着地エリアを定めたキャンペーンを実施するなど、エリア内の
観光流動の創造に努めた。「大人の休日倶楽部」は、金融機関をはじめとした他企業との
幅広い提携などにより、会員サービスの充実と会員数の拡大を図った。また、当年度に 2
回のダイヤ改正を実施し、2007 年 3 月には常磐線に普通列車グリーン車を投入したほか、
仙台空港鉄道の仙台空港アクセス線開業にあわせ、仙台～仙台空港間で相互直通運転を開
始した。ＩＣカード乗車券 Suica については、首都圏において「ＰＡＳＭＯ(パスモ)」と
の相互利用サービスを開始した。
バス事業は、厳しい経営環境が続く中、新規路線の開業や不採算路線の整理など経営基盤
の強化に努めた。モノレール鉄道業は、浜松町～羽田空港第１ビル間をノンストップで運
転する「空港快速」を新設するなど、羽田空港へのアクセスの利便性を向上させた。
②駅スペース活用事業は、「ディラ大船」Ⅱ期、Ⅲ期(神奈川)を前年度のⅠ期に続いて開
業したほか、高田馬場駅構内の開発を行った。また、コンビニエンスストア「ＮＥＷＤＡ
ＹＳ」を増設した。グループの飲料仕入の一元化などを目的にＪＲ東日本ウォータービジ
ネスを設立した。
③ショッピング・オフィス事業
「ボックスヒル松戸」(千葉)、「アトレ恵比寿」(東京)などのリニューアルを実施したほ
か、その他のショッピングセンターでも集客力のある有力テナントの導入を積極的に進め
た。
グループ会社の再編成は、２件５社のショッピングセンター運営会社の合併(㈱ルミネと
㈱新宿ステーションビルディング、八王子ターミナルビル㈱と国分寺ターミナルビル㈱お
よび甲府ステーションビル㈱)を行い、営業力や財務基盤等の強化を図った。なお、これに
伴い、ショッピングセンター「マイシティ」は、「ルミネエスト」(東京)として新しいス
タートを切った。
この結果、売上高は前期比 3.9％増の 205,925 百万円となり、営業利益は前期比 8.9％増
の 58,644 百万円となった。
④その他事業
ホテル業では、「ホテルメッツ高円寺」(東京)を開業したほか、客室や宴会場のリニュー
アルを実施するなど、引き続き競争力の強化に努めた。
広告代理業では、駅媒体や車内映像広告を中心とする交通広告の販売拡大を進めた。
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その他サービス業では、都内最大級のフィットネスクラブ「ジェクサー・フィットネス＆
スパ上野」(東京)を開業したほか、「ＰＡＳＭＯ」との相互利用サービス開始に向けてＩ
Ｃ対応機器等を販売した。
クレジットカード事業では、「大人の休日倶楽部ジパングカード」をはじめとした各種カ
ードの会員数を拡大した。さらに、Suica によるショッピングサービス(電子マネー)は、
「Ｐ
ＡＳＭＯ」との相互利用サービス開始による Suica 電子マネーの利用範囲の拡大や、市中
の加盟店の積極的な開拓などにより、利用可能な店舗等の数は当連結会計年度末で約
12,700 となった。
【2008 年 3 月期】
①運輸業
鉄道事業を中心に、「北東北デスティネーションキャンペーン」、「仙台・宮城ＤＣプレ
キャンペーン」など季節ごとに着地エリアを定めたキャンペーンを実施するなど、エリア
内の観光流動の創造に努めたほか、「大人の休日倶楽部」については、会員サービスの充
実と会員数の拡大を図った。普通列車グリーン車の利用促進や、ゴールデンウィークや夏
休み期間の列車増発を行ったほか、2008 年 3 月には新幹線および首都圏を中心としたダイ
ヤ改正を実施した。Suica は、ＪＲ東日本の新幹線をチケットレスで利用できる「モバイル
Suica 特急券」サービスなどを開始したほか、東海旅客鉄道の「ＴＯＩＣＡ(トイカ)」と相
互利用を開始し、西日本旅客鉄道の「ＩＣＯＣＡ(イコカ)」をあわせた３社による在来線
ＩＣ乗車券の相互利用を実現した。
バス事業は、新規路線の開業や不採算路線の整理など経営基盤の強化に努めた。モノレー
ル鉄道業は、浜松町～羽田空港第１ビル間をノンストップで運転する「空港快速」の増発
を行うなど、利用促進に努めた。
② 駅スペース活用事業
21 世紀の新しい駅づくり「ステーションルネッサンス」を推進した。具体的には、「エ
キュート立川」Ⅰ期(東京)、「グランスタ」(東京)、「ディラ三鷹」Ⅰ期、Ⅱ期(東京)を
開業した。また、コンビニエンスストア「ＮＥＷＤＡＹＳ」を増設したほか、既存店のリ
ニューアルと活性化に努めた。さらに、谷川連峰の天然水を活用したミネラルウォーター
「Ｆｒｏｍ ＡＱＵＡ(フロムアクア)」等の開発、販売を進めた。
③ショッピング・オフィス事業
ショッピング事業では、「Ｂｅａｎｓにしかわぐち」(埼玉)のほか、「東京ステーション
シティ」内に「グランアージュ」(東京)を開業した。グループ会社の再編成は、2 件 4 社の
ショッピングセンター運営会社の合併(東京圏駅ビル開発と吉祥寺ロンロン、ジェイアール
東日本商業開発と蒲田ステーションビル)を行い、営業力や財務基盤等の強化を図った。
オフィス事業では、「東京ステーションシティ」の開発を進めた。サピアタワー内に「東
京ステーションコンファレンス」(東京)を開業したほか、「グラントウキョウ
ワーⅠ期、グラントウキョウ サウスタワー」(東京)を開業した。
④その他事業
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ホテル業では、サピアタワー内に「ホテルメトロポリタン丸の内」(東京)を開業したほか、
客室や宴会場のリニューアルを実施。
広告代理業では、
「トレインチャンネル」をはじめとした車内広告などの販売を促進した。
その他サービス業では、「ジェクサー・フィットネスクラブ大井町」(東京)のリニューア
ルを実施した。
クレジットカード事業では、「大人の休日倶楽部ジパングカード」、「大人の休日倶楽部
ミドルカード」をはじめとした各種ビューカードの会員数の拡大を図ったほか、トヨタフ
ァイナンス等との各種提携カードの発行を開始した。Suica によるショッピングサービス
(電子マネー)では、市中の加盟店開拓を引き続き積極的に展開したことなどにより、当年
度末現在の利用可能店舗等の数は、約 44,200 となった。また、Suica 電子マネーで買い物
をするとポイントがたまる「Suica ポイント」サービスを導入し、全日本空輸の「ＡＮＡマ
イレージクラブ」の「マイル」等とのポイント交換サービスを開始した。
【2009 年 3 月期】
①運輸業
鉄道事業を中心に、「山梨デスティネーションキャンペーン」や「仙台・宮城デスティネ
ーションキャンペーン」などへの取組みを通じてエリア内の観光流動の創造に努めたほか、
「大人の休日倶楽部」は、会員限定の商品「大人の休日倶楽部会員パス」を発売するなど
会員数の拡大を図った。さらに、京浜東北線、根岸線および山形新幹線に新型車両を導入
するとともに、2009
年 3 月には新幹線および首都圏を中心としたダイヤ改正を実施した。
Suica は、同年 3 月に、新たにＪＲ東日本エリアの 115 駅で利用できるようになった。ま
た、北海道旅客鉄道の「Ｋｉｔａｃａ(キタカ)」との在来線ＩＣ乗車券の相互利用を開始
した。
バス事業は、近距離路線の増便や弾力的な料金設定、不採算路線の整理など経営基盤の
強化に努めた。モノレール鉄道業は、羽田空港第２ビル発の始発列車をこれまでより早い
時間に設定。
②駅スペース活用事業
「エキナカ」の価値を最大まで引き出す「ステーションルネッサンス」を推進した。「ア
トレヴィ田端」(東京)や「エキュート立川」Ⅱ期(東京)を開業した。また、コンビニエン
スストア「ＮＥＷＤＡＹＳ」を増設したほか、駅構内やホーム上において新たな店舗の開
発や既存店の活性化に努めた。
③ショッピング・オフィス事業
「グランデュオ蒲田」(東京)や「エスパルⅡ」(宮城)、「ＣｏＣｏＬｏ南館」(新潟)を開
業した。また、「ルミネエスト」(東京)や「川崎ＢＥ」(神奈川)、「国分寺エル」(東京)
などでリニューアルを実施し、集客力のある有力テナントの導入を積極的に進めた。
④その他事業
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ホテル業では、「ホテルメッツ立川」(東京)を開業したほか、「ホテルメッツかまくら大
船」(神奈川)を増床した。
広告代理業では、車内広告などの販売促進に努めた。
その他サービス業では、「ジェクサー・フィットネスクラブメトロポリタン池袋」(東京)
や「ジェクサー・フィットネススタジオ蒲田」(東京)などを開業した。
クレジットカード事業では、「大人の休日倶楽部ジパングカード」や「大人の休日倶楽部
ミドルカード」など、各種ビューカードの会員数の拡大を図ったほか、三井住友銀行、全
日本空輸との提携カードの発行を開始した。
Suica によるショッピングサービス(電子マネー)では、市中の加盟店開拓を引き続き積極
的に進めたほか、2009 年 3 月から、「Ｋｉｔａｃａ」との電子マネー相互利用を開始し、
当年度末現在の利用可能店舗等の数は、約 59,220 となった。
【2010 年 3 月期】
①運輸業
鉄道事業を中心に、横浜や新潟でのデスティネーションキャンペーンの実施や新しい着地
開発型旅行商品「旅市」の発売などを通じ、エリア内の観光流動の創造に努めた。さらに、
高速道路料金引下げへの対策として、「ツーデーパス」、「週末日帰りパス」、「ふるさ
と行きの乗車券」などの発売や、鉄道と組み合わせた格安なレンタカー商品の提供などを
行った。「大人の休日倶楽部」は、会員限定のきっぷや旅行商品の発売など会員サービス
の充実と会員数の拡大に努めた。常磐線各駅停車などに新型車両を導入するとともに、2010
年 3 月にはダイヤ改正を実施し、横須賀線「武蔵小杉駅」の開業や「成田エクスプレス」
の増発を実施した。
Suica は、2010 年 3 月に九州旅客鉄道の「ＳＵＧＯＣＡ(スゴカ)」、西日本鉄道の「ｎｉ
ｍｏｃａ(ニモカ)」、福岡市交通局の「はやかけん」との在来線ＩＣ乗車券の相互利用を
開始。
バス事業は、近距離路線の増便や弾力的な料金設定などにより高速路線の競争力の強化を
図った。モノレール鉄道業は、休日向けに「モノレール＆山手線内割引きっぷ」を発売し
た。
②駅スペース活用事業
駅スペース活用事業は、「ディラ大船」Ⅴ期(神奈川)や「エキュート東京」(東京)を開業
した。また、越後湯沢駅では、地元と連携し、「ＣｏＣｏＬｏ湯沢がんぎどおり」(新潟)
として地域色あふれる店舗へのリニューアルを実施した。
③ショッピング・オフィス事業
「ＬＵＭＩＮＥ ＭＡＮ ＳＨＩＢＵＹＡ(ルミネマン渋谷)」(東京)や「イーサイト上尾」
(埼玉)、「アトレヴィ巣鴨」(東京)などを開業した。また、イオンモールと共同で土浦駅
ビルのリニューアルを行い、「ペルチ土浦」(茨城)として開業した。これに加え、グルー
プ会社の事業再編に伴い、駅スペース活用事業から一部事業を承継した。
④その他事業
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ホテル業では、「ホテルメッツ駒込」(東京)を開業したほか、「ホテルメトロポリタン秋
田」(秋田)などをリニューアルした。また、「地域再発見プロジェクト」として、「フォ
ルクローロいわて東和」(岩手)などでもリニューアルを実施した。
広告代理業では、「デジタルポスター」をはじめとした駅広告などの販売促進に努めた。
その他サービス業では、「ジェクサー・フィットネスクラブ東神奈川」(神奈川)などを開
業。クレジットカード事業では、2009 年 9 月にさらなる事業の強化をめざしてビューカー
ドを設立し、2010 年 2 月、ＪＲ東日本のクレジットカード事業を同社に分割しました。
Suica によるショッピングサービス(電子マネー)では、市中の加盟店開拓を引き続き積極
的に進めたほか、同年 3 月、「ＳＵＧＯＣＡ」、「ｎｉｍｏｃａ」、「はやかけん」およ
び東海旅客鉄道の「ＴＯＩＣＡ(トイカ)」との電子マネー相互利用を開始し、当年度末現
在の利用可能店舗等の数は、約 89,350 となった。
【2011 年 3 月期】
①運輸業
運輸業は、2010 年 12 月には、東北新幹線八戸・新青森間が開業し、東北新幹線が全線開
通した。開業にあわせ、首都圏などで開業キャンペーン「ＭＹ

ＦＩＲＳＴ

ＡＯＭＯＲ

Ｉ」を展開するとともに、津軽線や大湊線などに新型リゾートトレインを導入するなど、
青森エリアの魅力発掘と情報発信に取り組んだ。また、2011 年 3 月にはＥ５系「はやぶさ」
を導入し、300 ㎞/h 運転による所要時間の短縮を実現するとともに、国内新幹線初となる
ファーストクラス「グランクラス」のサービスを開始した。こうした取組みのほか、「信
州デスティネーションキャンペーン」の展開や着地開発型旅行商品「旅市」のコースの拡
充、「大人の休日倶楽部」会員向けの旅行商品の設定などを通じ、さらなる観光流動の創
造に努めた。また、高速道路料金引下げを踏まえ、鉄道の旅の魅力向上をめざし、「ウィ
ークエンドパス」や「スリーデーパス」、年末年始の帰省を応援する「ふるさと行きの乗
車券」などを発売した。さらに、2010 年 12 月のダイヤ改正では、東北新幹線新青森開業に
加え、武蔵野線から大宮駅へ直通する列車を新設するとともに、横浜線において夜間帯の
増発による混雑緩和を図るなど、「東京メガループ」の利便性向上に取り組んだ。加えて、
年末年始期間などに客の利用状況に応じた列車設定を行うとともに、京葉線などに信頼性
の高い車両を導入した。しかし、東日本大震災に加え高速道路料金の引下げの影響などを
受けた。
②駅スペース活用事業
駅スペース活用事業は、東京駅ノースコート「グランスタ ダイニング」(東京)や「京葉
ストリート」(東京)、「エキュート上野」(東京)、「エキュート品川サウス」Ⅰ・Ⅱ期(東
京)などを開業した。また、大型タッチパネルディスプレイなどを搭載した次世代自販機を
首都圏主要駅中心に導入した。「地域再発見プロジェクト」の一環として、上野駅などで
青森や信州などの魅力を伝える産直市を開催した。このほか当社グループの事業との相乗
効果を発揮することをめざして、2010 年４月に紀ノ國屋の経営権を取得した。
③ショッピング・オフィス事業
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ショッピング・オフィス事業は、「セレオ八王子」(東京)や「アトレ秋葉原１」(東京)、
「アトレ大井町２」(東京)、「イーサイト籠原」(埼玉)などを開業した。東北新幹線新青
森開業にあわせて「あおもり旬味館」(青森)、「Ａ－ＦＡＣＴＯＲＹ」(青森)を開業し、
地元と一体となり青森エリアの活性化に取り組んだ。このほか、競争力の強化を目的とし
て、2010 年４月に池袋ターミナルビルの事業再編を行い、オフィスビル等の貸付業などに
ついてはジェイアール東日本ビルディングに移管する一方、ショッピングセンター運営事
業についてはルミネに移管し、「ルミネ池袋」(東京)として開業した。
④その他
ホテル業では、「ホテルメッツ横浜鶴見」(神奈川)を開業したほか、「ホテルメッツ渋谷」
(東京)や「ホテルメトロポリタン山形」(山形)で客室のリニューアルを実施した。
広告代理業では、大型液晶ディスプレイを用いた広告媒体「Ｊ・ＡＤビジョン」の設置駅
を拡大するとともに、車内映像広告「トレインチャンネル」などの販売促進に努めた。
クレジットカード事業では、平成 22 年２月にＪＲ東日本のクレジットカード事業を移管
したビューカードを中心として、各種ビューカードの会員数拡大を図るとともに、東北新
幹線新青森開業や「信州デスティネーションキャンペーン」に関連したキャンペーンなど
を実施した。
Suica によるショッピングサービス(電子マネー)では、ＪＲ東日本エリア内の「セブン－
イレブン」約 7,080 店舗、「サークルＫ・サンクス」約 2,150 店舗、首都圏の「髙島屋」
11 店舗に Suica 電子マネーを導入するなど、市中の加盟店開拓を積極的に推進し、当連結
会計年度末現在、利用可能な店舗等の数は約 143,180 となった。
【2012 年 3 月期】
①運輸業
東日本大震災の影響に伴う列車の運転休止や出控えなどの影響を受け、当社の鉄道輸送
量は前期を下回った。
②駅スペース活用事業
「エキナカ」の価値を最大まで引き出す「ステーションルネッサンス」を引き続き進め、
「エキュート品川サウス」(東京)や「エキュート赤羽」(東京)を全面開業した。また、西
船橋駅や阿佐ヶ谷駅などにおいて、エキナカ商業施設のリニューアルを実施した。
③ ショッピング・オフィス事業
ショッピング事業としては初の本格的市中展開となる「ルミネ有楽町」(東京)のほか、
「エクセルみなみ」(茨城)などを開業した。また、「グランデュオ立川」(東京)や「アト
レ亀戸」(東京)、「アトレ四谷」(東京)などのリニューアルを実施するとともに、既存店
の活性化および集客力のあるテナントの導入を引き続き推進した。さらに、新宿駅新南口
開発ビルの着工に向けた準備を継続して進めた。
④その他事業
ホテル業では、「ホテル アール・メッツ宇都宮」(栃木)を開業したほか、Suica を会員
証とした新たな会員組織「ＥＡＳＴＹＬＥ ＭＥＭＢＥＲＳ(イースタイル メンバーズ)」
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を設立した。
広告代理業では、大型液晶ディスプレイを用いた駅広告媒体「Ｊ・ＡＤビジョン」や、
車内映像広告「トレインチャンネル」の販売促進に努めた。
クレジットカード事業では、「ビューサンクスポイント」を通じて復興支援のための募
金受付を実施したほか、各種イベントに連動したキャンペーンを実施。
Suica 電子マネーは、ＪＲ東日本エリア内のヤマト運輸の直営店、「ＢＯＯＫＯＦＦ」、
すかいらーくグループなどで決済サービスを開始するなど、市中等の加盟店開拓を積極的
に推進した。Suica 電子マネーが利用できる店舗等の数は、当年度末で約177,630。
その他サービス業では、「ジェクサー・フィットネス＆スパ亀戸」(東京)などを開業し
た。
【2013年3月期】
当年度における日本経済は、海外経済の減速等の影響から厳しい状況が続いたが、経済
対策等への期待感から株価の上昇など徐々に持ち直しの動きが見られた。ＪＲ東日本グル
ープは鉄道事業や生活サービス事業、Suica 事業を中心に多様な取り組みを展開し、サー
ビス品質の向上と収入の確保に努めた。当年度の営業収益は、前期の東日本大震災による
影響の反動等に伴い、JR東日本の運輸収入が増加したことにより前期比5.5%増の2兆6,718
億円となり、営業利益は同10.4%増の3,975億円となった。経常利益は支払利息の減少など
により同16.6%増の3,174億円、当期純利益は災害に伴う受取保険金の増加などにより同
61.3%増の1,753億円となった。
①運輸業
東日本大震災で得た教訓を生かし、「災害に強い鉄道づくり」に向けて首都直下地震等
を想定した耐震補強対策などを推進したほか、「防災業務計画」や各種マニュアルの改訂・
整備及び非常用通信設備の整備などにより、地震への対応能力を図った。帰宅困難者対策
として主要ターミナル駅(30駅)への備蓄品の配備を完了し、新たに東京30ｋｍ圏内の約170
駅への配備を始めた。山手線におけるホームドア整備なども進めた。被災地の復興支援と
東北地方の観光流動を活性化するため「いわてデスティネーションキャンペーン」などを
行った。2013年3月から全国10の交通系ICカードによる相互利用サービスを始めた。
②駅スペース活用事業
「エキナカ」の価値を最大まで引き出す「ステーションルネッサンス」を推進し、東京駅の
「グランスタ」(東京)の丸の内坂エリアなどを開業した。
③ショッピング・オフィス事業
「アトレヴィ東中野」、「セレオ八王子北館」、「シァル鶴見」(神奈川)を開業した。「JR
南新宿ビル」「JR神田万世橋ビル」を開業した。前期の開業した「ルミネ有楽町」の増収
効果などが寄与した。
④その他事業
ホテル事業では2012年10月に「東京ステーションホテル」を開業したほか、2013年4月の
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「ホテルメッツ新潟」の開業に向けた準備を進めた。
広告代理業では大型液晶ディスプレイを用いた駅広告媒体「J・ADビジョン」の設置駅拡
大を進めた。
クレジットカード事業では年間利用累計額に応じてポイントを加算する新サービス「ビ
ューサンクスボーナス」を2012年4月から始めた。
Suica 電子マネーが利用できる店舗数は当年度末で約205,910となった。
鉄道車両製造事業では2012年4月に総合車両製作所を子会社化した。
海外鉄道事業ではアジアを中心に都市鉄道や高速鉄道計画に係る調査・設計等の案件を
受注し、海外鉄道コンサルティング事業を進めた。
スポーツ事業では「ジェクサー・フィットネス&スパ新宿」などを開業した。
２ セグメント情報
（１）セグメント情報等の定義
セグメント情報とは、売上高、利益(又は損失)、資産その他の財務情報を、事業の構成
単位に分別した情報である、とし、本会計基準が採用したマネジメント・アプローチでは、
経営者が経営上の意思決定を行い、また、業績を評価するために、企業の事業活動を区分
した方法に基づいて、単一の区分方法によるセグメント情報を財務諸表に開示することと
しているが、当該目的で経営者の設定する企業の構成単位を「事業セグメント」と呼び、
その定義を定めている1）。 その定義によると、「事業セグメント」とは、企業の構成単位
で、次の要件のすべてに該当するものをいう、としている2）。
①収益を稼得し、費用が発生する事業活動に関わるもの(同一企業内の他の構成単位との
取引に関する収益及び費用を含む。)。
②企業の最高経営意思決定機関が、当該構成単位に配分すべき資源に関する意思決定を
行い、また、その業績を評価するために、その経営成績を定期的に検討するもの。
③分離された財務情報を入手できるもの。
（２）セグメント情報等の会計基準の変遷
セグメント情報は、わが国では、企業の経営の多角化、国際化等の傾向が急速に高まる
中で、1988（昭和63）年5月、「セグメント情報の開示に関する意見書」(企業会計審議会
第一部会)が公表された。このとき同時に公表された「セグメント情報の開示基準」を受け
て、同年9月に「企業内容等の開示に関する省令」が改正され、セグメント情報の開示が義
務付けられた。その後、1993（平成5）年3月に連結財務諸表規則が改正され、セグメント
情報は連結財務諸表の注記事項となり、監査の対象とされた。1995(平成7)年4月には日本
公認会計士協会会計制度委員会報告第1号「セグメント情報の開示に関する会計手法」が公
表された。
しかしセグメント情報の開示に関して、2001（平成13)年のテーマ協議会において「現行
制度が十分に機能していない。米国のマネジメント・アプローチの検討を含め、実効性の
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ある事業区分の決定方法を検討する必要がある」との提言がなされた。
加えて企業会計基準委員会が進めている国際会計基準審議会（以下「IASB」）との会計
基準のコンバージェンスに向けた共同プロジェクトの中でも、セグメント情報の開示は急
いで取り組むべきテーマとされた3）。マネジメント・アプローチとは、米国財務会計基準書
第131号「企業のセグメント及び関連上に関する開示」(以下「SFAS第131号」)において導
入された方法である。SFAS第131号の公表以前、米国の実務において開示すべきセグメント
区分の定義が不明確であったため企業の恣意的な解釈がなされた結果、開示されているセ
グメントの数が少ないことや単一セグメントとして報告する企業が多いなどの問題点が指
摘されていた4）。
これに対してマネジメント・アプローチに基づくセグメント情報には次のような長所が
あると考えられている5）。
①財務諸表利用者が経営者の視点で企業を見ることにより、経営者の行動を予測し、そ
の予測を企業の将来のキャッシュ・フローの評価に反映することが可能になる。
②当該セグメント情報の基礎となる財務情報は、経営者が利用するために既に作成され
ており、企業が必要とする追加的費用が少ない。
③実際の企業の組織構造に基づく区分を行うため、その区分に際して恣意性が入りにく
い。
しかしマネジメント・アプローチに基づくセグメント情報には次のような短所も指摘さ
れた。それは、企業の組織構造に基づく情報であるため、企業間の比較を困難にし、また、
同一企業の年度間の比較が困難になることや、内部的に利用されている財務情報を基礎と
した情報の開示を要求することは、企業の事業活動の障害となる可能性があるという点で
ある6）。
わが国においても米国での議論が参考にされた。特に事業活動上の障害が生じる可能性
については、そうした懸念があるとしても、マネジメント・アプローチに基づくセグメン
ト情報を開示しない企業に比べ、より資本市場のメリットを得るために当該企業が負担す
るべき義務であること、企業の競争相手の多くは、財務諸表の情報よりも詳細な当該企業
に関するその他の情報を有しているため、セグメント情報の開示が、当該企業の事業活動
の障害となることはないこと、さらに企業がセグメント情報において開示すべき情報は、
単一の事業のみを行う小規模な企業が財務諸表において開示する情報よりも詳細な情報で
はないことから、企業の事業活動上の障害を生じさせる場合における一定の取り扱いを定
めることになる例外的な取扱いを認めないことになった米国7）や「IASB」の考え方に習いわ
が国においても例外的な取扱いを定めないことになった8）。
（３）適用時期
セグメント情報等の開示に関する本会計基準は2010（平成22）年4月1日以後に開始する
連結会計年度及び事業年度から適用することになった9）。これを受け、JR東日本も2010年度
から新しいセグメント情報等の開示に関する会計基準に基づいてセグメント情報を開示し
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ている。
３ むすび
これまでＪＲ東日本の最近10年間の業績の推移を概観してきた。むすびとして、同社の
売上高と営業利益の10年間の変化を概観してみることにする。
まず売上高の推移である。図表8と図表9はＪＲ東日本の2004年3月期と2013年3月期のそ
れぞれの売上高構成比を表している。

(資料)ＪＲ東日本『有価証券報告書』、同『決算短信〔日本基準〕(連結)』。

(資料)図表8に同じ。
20

両者を比べてみると、10年間に運輸業の比率が71%から67％へ低下している一方、他の3
部門がそれぞれ比率を高めていることがわかる。
図表10と図表11はＪＲ東日本の2004年3月期と2013年3月期のそれぞれの営業利益構成比
を表している。

(資料)図表8に同じ。
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(資料)図表8に同じ。
営業利益の構成比の10年間の変化をみると、運輸業が74%から67%へと比率を下げている
一方で、他の3部門はいずれもそれぞれの比率を高めているが、なかでもショッピング・オ
フィイス部門がこの間に17％へと4ポイントも上げている。この傾向は今後も続くとみられ
る10)。
最後に、ＪＲ東日本の今後の課題に言及し本稿を取りまとめることにしたい。ＪＲ東日
本の2012年6月現在の有価証券報告書によると、同社が直面している経営課題は次のとおり
である11）。
まずＪＲ東日本は経営構想として「グループ経営ビジョン 2010 －挑む－」(2008 年 3 月
策定)を掲げている。このなかで「信頼される生活サービス創造グループ」をめざすという
グループの理念のもとで、新たな目標に向かって挑戦するとしている。具体的には次に 4
点を経営の基本的な方向として位置付けて、長期的な視点から企業価値の向上を目指すと
している。
①安全と客の満足の徹底的な追求
②持続的成長と時代への挑戦
③企業の社会的な責任の遂行
④組織の力・人材の力の向上
次に今後 3 年間(平成 24 年度～平成 26 年度)の重点課題として、「鉄道という社会イン
フラを担う企業として、ＪＲ東日本グループの責任は一層重くなっている」と認識したう
えで、持続的成長を果たすために、５つの課題を掲げ、今後３年間で重点的に取り組むと
述べている。
①「災害に強い鉄道づくり」をはじめとした「究極の安全」への挑戦である。首都直下
地震対策や帰宅困難者対策などをハード・ソフト両面から速やかに実行するとともに、
豪雨や突風などの異常気象への対策を進めていく。
②チームワークによる「サービス品質改革」の実現。「サービス品質改革中期ビジョン」
のもと、安定性・快適性など輸送品質の向上、情報提供の充実などに着実に取り組む
とともに、東京圏・都市間ネットワークの拡充を進める。
③地域との連携強化。被災線区の復旧に加え、震災からの復興に向けて、観光流動の創
造や地域の活性化に努め、地域社会に貢献していく。
④技術革新。震災以降の電力不足問題を踏まえたエネルギー戦略の構築、ＩＣＴ(情報通
信技術)の活用、新幹線のさらなる高速化などを進める。
⑤グローバル化。日本コンサルタンツを中心に、世界の鉄道プロジェクトへの参画をめ
ざす。また、総合車両製作所を中心に、鉄道車両製造事業を「経営の第４の柱」とし
て確立し、国内のみならず、海外での事業展開に挑む。
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ＪＲ東日本は、2012 年 10 月に同グループとしては通算 5 回目となる経営構想「グループ
経営構想 Ⅴ ～限りなき前進～」を公表した 12）。これは東日本大震災を 25 年前(1987 年 4
月 1 日、国鉄から JR へ)の国鉄改革に次ぐ「第二の出発点」と位置付け、「変わらぬ使命」
と「無限の可能性の追求」を 2 つの重要な柱として、6 つの基本的な方向性を設定した。
変わらぬ使命として、①「究極の安全」に向けて～災害に強い鉄道づくり～、②サービ
ス品質の改革～鉄道ネッワークの拡充等～、③地域との連携強化～震災からの復興、観光
流動の創造と地域の活性化～とした。
無限の可能性の追求として、①技術革新～エネルギー・環境戦略の構築、ICT の活用、高
速化、②新たな事業領域への挑戦～グローバル化～、③人を伸ばし、人を生かす企業風土
づくり、である。
新たに策定した 6 つの基本的な方向性は、同年 4 月に策定した今後 3 年間（(平成 24 年
度～平成 26 年度)の重点課題を踏襲しながら、新たに「③人を伸ばし、人を生かす企業風
土づくり」を加えたものとなっている。
注
1） 企業会計基準委員会[2010]「事業セグメントの定義 61項」。
2） 同「事業セグメントの定義 6項」。
3） 同「検討の経緯 41項」。
4） 同「マネジメント・アプローチ 45項」。
5） 同「同 47項」。
6） 同「同 48項」。
7） 同「事業活動上の障害

53項」。

8） 同「事業活動上の障害

54項」。

9） 同「適用時期等 35項」。
10）東日本旅客鉄道[2013]「新たな3か年数値目標の設定について」『決算短信〔日本基準〕
(連結)』4月。
11）同[2012a]『有価証券報告書』「対処すべき課題」6月。
12）同[2012b]「グループ経営構想 Ⅴ ～限りなき前進～」10月。
参考文献
企業会計基準委員会[2010]「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第
17号 平成21年３月27日、最終改正同22年6月30日)
企業会計基準委員会[2008]「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業
会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日)
プロネクサス[2013]『総合企業情報データベース eol 』
以上
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～eol 企業情報、セグメント情報の入手、 データベースの活用法～

＜特定の企業情報を深く調査＞
今回、ご紹介したコラムでは「ＪＲ東日本」にフォーカスして調べてみた。
『eol』の収録コンテンツは最大 1961 年まで遡って閲覧が可能である。
セグメント情報も、もちろん収録している、加工が容易い xls、csv データで入手が可能だ。
① ダイレクト検索フィールドから社名や証券コードで簡単に情報を入手。
※契約内容によっては、検索窓の配置が異なる場合がございます。
企業名、証券コードを
入力し検索。

基本情報からも検索が可能。

該当企業の【サマリー】ページ
企業の概要を簡単に把握できます。
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有価証券報告書のデータを閲覧
最大 1961 年まで収録
※企業により最大収録年は差異があります。
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② 特定企業のセグメント情報の取得。
[特定の企業を検索後、選択]→[有報メニュー]→[セグメント]を選択。
[セグメントデータダウンロード]ボタンをクリック。
※契約内容によっては、メニューの配置が異なる場合がございます。

xls 形式でお手元の
PC へダウンロードが可能。
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③ 最大 2001 年からのセグメント情報が、追加加工可能な xls 形式で入手できます。

④ 各種グラフを作成し使用。
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