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株主の皆様へ

　株主の皆様におかれましては、当社グループに格別のご高配を賜り、厚く御礼
を申し上げます。
　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染
症緊急事態宣言の発出等に伴い、引き続き極めて厳しい状況で推移しました。ワ
クチン接種など感染防止策も進展していますが、感染の再拡大による下振れリス
クは解消されておりません。
　先行きはまだ不透明ではありますが、当社は「withコロナ、afterコロナ」の時
代を見据え、本年5月26日（水）に発表した「京福グループにおける今後の事業
の方向性について」に沿い、持続可能な組織・事業体への変革、コロナ以前の収
支水準への回復を目指し、総力で取り組んでまいります。
　株主の皆様には、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。
2021年12月

京福グループは、
安全・安心をブランドの礎とし、

人と社会に貢献します。

経 営 理 念

代表取締役社長 大塚 憲郎

前年同期に比較し増収となりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響が続いており、人件費抑制や安全・安心に直結
するもの以外の費用削減に努めました。

5,435

△116
△349

△94

4,975 340

166

345

前中間期 当中間期

営 業 収 益
（単位：百万円）

（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

前中間期 当中間期

営 業 利 益

前中間期 当中間期

経 常 利 益

前中間期 当中間期

親会社株主に帰属する四半期純利益

● 連結決算ハイライト
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事業セグメント別概況
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嵐山線では、御室仁和寺駅近くの昭和初期建
築の郊外邸宅「旧邸御室」の一般公開に合わせ、
同館入館券と「嵐電１日フリーきっぷ」のセット券
を発売、また東映太秦映画村とゲーム「A3！」のコ
ラボイベントを実施するなど、沿線関係先と連携
し利用促進に努めました。

京福バス㈱では、東京オリンピック・パラリン
ピックやインターハイ「北信越総体2021」の輸
送、新型コロナウイルスワクチン接種会場までの
送迎輸送などを行いました。

運輸業

越前松島水族館では今期は休館はなく、ナイ
ター時間帯に貸切の修学旅行団体を受け入れる
などして入館者が増加、三国観光ホテル、ホテル
京福福井駅前では、インターハイ「北信越総体
2021」関係者の宿泊利用などから宿泊人員が
増加、増収となりました。

レジャー・サービス業

越前松島水族館のナイター営業

京福バス㈱
ワクチン接種会場へのシャトルバス運行

ファン獲 得に取り組んだBOAT RACE
（ボートレース）三国

不動産分譲事業は、販売件数の増加で増収
となりました。

不動産賃貸事業は、居住用賃貸物件は入居
率が下がることなく、比較的好調に推移しました。
BOAT RACE（ボートレース）三国は、本場開催
日数の減少で減収となりましたが、電話投票の
会員増加や動画共有サイトでの映像配信などで、
ファン獲得と情報発信に努めました。

不動産業
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　福井交通㈱では、8月2日（月）より福井市南東地区でフルデマン
ドタクシーの試行運行をスタートしました。
　フルデマンドタクシーとは、路線バスのようにダイヤや路線を設
定せず、タクシー車両を活用して、利用者の予約に応じて運行す
る乗合交通です。今回の試行運行では、デマンドタクシー2路線（文
殊山号・角原ルート）と乗合タクシー2路線（西大味線・生部線）を統
合し、あらかじめ設定した停留所間を予約状況によりAI（人工知能）
が最適な経路を組成することで、お客様が希望の時間に希望の停
留所から停留所へ効率よく、また相乗りの場合はお得な運賃で移
動することが出来るサービスです。
　今年度いっぱいの試行の結果をふまえ、福井市の他地域への
拡大を目指します。

｢adapt ＋ rebuild(順応と再構築）｣に向けた取り組み

変電所故障を想定した停電復旧訓練（8月23日（月）） 嵐電西院車庫での総合復旧訓練（9月30日（木））

● 危機に際しても持続可能な事業の実現

　京福グループは、「withコロナ、afterコロナ」の新たなライフスタイルに順応し経営基盤を再構築するため、「安全・安心」「構造改革」「SDGs」
を柱に｢adapt＋rebuild」をコンセプトとする「今後の事業の方向性」を策定、持続可能な組織・事業体を目指して取り組んでいます。

　激甚化する自然災害など様々な危機を想定した各種訓練を、計画的に実施しています。
　京福電気鉄道㈱は嵐山線で、8月23日（月）の終電後、落雷など突発的事故により変電所が故障、停電が発生した場合を想定した停
電復旧訓練を、9月30日（木）には事故発生時における負傷者の救助や退避誘導、復旧作業などの総合的な訓練を実施しました。また
10月26日（火）、11月17日（水）には、グループ全社合同で、災害発生時の安否確認訓練を実施しました。
　訓練を通じ、非常時の適切な対応と、レジリエントな事業を実現していきます。

車体に「福井市デマンドタクシー」と表示した福井交通㈱のタクシー車両

●  福井交通㈱「フルデマンドタクシー」試行運行スタート
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京都バス㈱のハイブリッド車両 今後もハイブリッド車両等の電動車両を順次導入する方針

● 三国観光産業㈱ 越前松島水族館
　 「シャープゲンゴロウモドキ」
    常設展示スタート

● 京都バス㈱
    「交通関係環境保全優良事業者等   
　 表彰」を受彰

　絶滅危惧 IA 類である「シャープゲンゴロウモドキ」
の飼育・繁殖に2012年から取り組んでいる三国
観光産業㈱の越前松島水族館では、6月23日（水）
から常設展示を開始しました。展示スタートに合わ
せて地元の小学生を招き、

「シャープゲンゴロウモ
ドキ」の生態を説明、希
少な生物を水族館で数
を増やし野生に放すこと
で絶滅を防ぎたいと、水
族館の役割を児童に伝
えました。

　近畿運輸局は、二酸化炭素排出量の削減など環境改
善への取り組みの成果が顕著であると認められた交通
事業者等に対して「交通関係環境保全優良事業者等表
彰」を行っており、今年度、京都バス㈱が受彰しました。
　京都バス㈱は、秋の紅葉シーズン（11月）に、市内中心部の移動交

通手段として鉄道利用を告知、国際
会館駅や八瀬比叡山口駅から先をバ
スが担うという取り組みを行うことで、
渋滞による長時間の低速走行やアイ
ドリングを回避することにより、バス
車両の燃費を改善しました。また同
社の継続的なハイブリッド車両導入
も高く評価されました。

京都運輸支局での
表彰状の伝達式（9月7日（火））

①安全・安心でユニバーサルな事業の展開
②人と地球に優しいエコでクリーンな事業の推進
③笑顔のパートナーシップによる事業の創出

● 「京福グループのSDGs重要課題」を制定
　京福グループでは、経営理念・行動憲章に基づき、事業活動を通じてSDGs
達成へ向けた様々な取り組みを行っています。SDGs 達成への対応をさらに
強化するため、3つの重要課題を制定しました。
　またホームページに「サステナビリティへの取組み」ページを開設、取り組み
状況をお知らせしています。　https://sdgs.keifuku.co.jp

絶滅危惧IA類
「シャープゲンゴロウモドキ」「シャープゲンゴロウモドキ」を観察する小学生

「シャープゲンゴロウモドキ」の生態を説明

京福グループのSDGs重要課題
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できごと

● 京福バス㈱設立８０周年
    記念のバスツアーを発売

● 映菓座で「夏のえんにち」開催

● 嵐電の夏のイベント実施

　京福バス㈱は、本年６月２６日（土）に前身の「丸岡統制自動車
有限会社」が設立されてから８０周年を迎えました。同社はこれ
を記念して、新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ福井県内
の観光産業を支援するための観光促進事業「ふくい deお得キャ
ンペーン」が適用される福井駅発着の着地型観光ツアーとして、
“親子で一緒に体験 ”
をコンセプトにした「親
子 de 遠 足 バ ス ツ
アー」、“忙しい女性に
ご褒美旅 ”をコンセプ
トにした「美めぐりふく
いバスツアー」を発売
しました。

　京福電気鉄道㈱が本年３月３１日（水）にオープンさせた、ラ
ンデンプラザ帷子の「映画のまちの駄菓子売り場 映菓座」では、
７月２２日（木・祝）から８月３１日（火）まで、毎日店内や店舗周辺
に射的や輪投げなどの懐かしい「夏のえんにち」を展開、コロ
ナ禍で遠出ができない子供たちやファミリーの皆様にひととき
夏祭りの雰囲気を楽しんでいただきました。

　京福電気鉄道㈱は、東映太秦映画村とゲーム「A3！」を題材
にしたコラボレーションイベントを、夏休みに合わせ７月１０日（土）
から９月５日（日）まで開催しました。
　また7月２３日（金・祝）には、人気車両である「レトロ車」（モボ２１形
２６号車・２７号車）の台車更新工事の竣工に合わせ、レトロ車を貸切
電車にして、撮影会や鉄道部品販売を行うイベントを開催しました。

　新型コロナウイルス
の感染防止策を講じな
がら、ファンサービスと
利用促進に努めました。

ゲーム「A3！」キャラクターのラッピング電車

射的で楽しむ親子連れ おもちゃ箱のように楽しい映菓座店内

それぞれに特徴を持たせた２つのツアーは、発売後すぐに完売 立命館大学と協働で育成した「フジバカマ」
北野線全駅に展示

京福電気鉄道㈱は、嵐電沿線の皆様で構成されて
いる「嵐電沿線緑化プロジェクト」、連携協定を締結し
ている立命館大学と協働で、同大学衣笠キャンパスで
栽培していた京都府絶滅寸前種・フジバカマを10月2日

（土）から10日（日）まで、嵐電北
野線全駅に展示しました。

展示したフジバカマには、この
花の蜜を好む渡り蝶「アサギマ
ダラ」も飛来、古事記や源氏物
語にも登場する秋の七草として、
ご利用のお客様や沿線の皆様
に季節を感じていただきました。

等持院・立命館大学衣笠キャ
ンパス前駅に設置したフジバ
カマに飛来したアサギマダラ
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京福グループ共通クーポン

ご利用いただける施設とサービス

1
らんでんや 075-882-5110 嵐山駅はんなり・ほっこりスクエア1F

ソフトクリーム100円割引（1個）

2
映菓座 075-873-1201 ランデンプラザ帷子（帷子ノ辻駅ビル）2F

500円以上のお買い上げで100円割引

3
京福ハッピーツアー 0776-54-3733 福井市日之出5-3-30

バスツアー代金 お1人様 500円割引（１グループ何名様でもOK）

4

ホテル京福  福井駅前 0776-24-8800 福井市日之出1-18-1 （JR福井駅東口から徒歩1分）

ご宿泊代金　全室15%OFFにてご提供（1月1日～1月3日を除く）
・ 本券1枚で2部屋までご利用いただけます。・連泊の場合、全泊数分に割引が適用されます。他の割引制度との併用はできません。
・お電話でお申し込みの上、本券ご利用の旨をお知らせください。（インターネット予約ではご利用できません）
・繁忙期は室料が異なりますので、お電話にてご確認ください。・満室の場合はお断りすることがございます。

5
三国観光ホテル 0776-81-3111 福井県坂井市三国町緑ケ丘4-4-8

洋室ペアご宿泊プラン16,000円でご提供（通常20,000円を4,000円割引）
・ペアチケットのため、2名様でご利用ください。・和室ご利用の場合、2名様通常6,000円アップのところ5,000円アップとなります。
・1月1日～1月3日および4月29日～5月5日はご利用いただけません。・満室の場合はお断りすることがあります。

6
越前松島水族館 0776-81-2700 福井県坂井市三国町崎74-2-3

入館料　お1人様　500円割引（4名様までご利用可能）

7
ダイコー整備 カーダイコーⅡ 0779-66-7123 福井県大野市中野29-5-9

あなたの愛車　20,000円アップで買い取ります！（走行可能車に限ります）

京福グループでご利用いただけるクーポンをご用意いたしました。ご家族、お知り合い、ご友人にご紹介いただき、当クーポンをぜひご利用
いただきますようご案内いたします。　⃝ご利用期間：2022年1月1日～2022年6月30日（一部の施設は1月4日から）

京福グループ共通クーポン
●ご利用は1枚につきおひとり様1回限り
● 有効期間：2022年1月1日～2022年6月30日
　（一部の施設は1月4日から）
● 1商品（1サービス）につき1枚利用可能

京福グループ共通クーポン
●ご利用は1枚につきおひとり様1回限り
● 有効期間：2022年1月1日～2022年6月30日
　（一部の施設は1月4日から）
● 1商品（1サービス）につき1枚利用可能

京福グループ共通クーポン
●ご利用は1枚につきお1人様1回限り
● 有効期間：2022年1月1日～2022年6月30日
　（一部の施設は1月4日から）
● 1商品（1サービス）につき1枚利用可能

1

2

4

5

6

●ご利用方法 : クーポン券を切り取り、係員にお渡しください。コピーでのご利用はできません。
●ご　注　意 : ・休業日その他、社会情勢や施設等の事情によりクーポンがご利用できない場合がございます。
　　　　　　　・1商品｟1サービス｠に複数枚のクーポンは併用できません。
　　　　　　　・クーポンは現金との交換、売買等はできません。また、他の優待、特典、割引等との併用はできません。
　　　　　　　・クーポンに関するお問合せは直接各施設へお願いいたします。

C O U P O NC O U P O N C O U P O N
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会社概要／株主優待のご案内／株式のお手続き

各種お手続き（単元未満株式の買取請求、住所変更、相続等）のお申し出先

0120-782-031（銀行営業日の9：00～17：00）（株主名簿管理人）三井住友信託銀行 証券代行部
▶お取引のある証券会社または株主名簿管理人

〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号　　【HP】https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/

● 単元（100株）未満株式の買取のご案内
　100株に満たない株式（単元未満株式）をお持ちの場合、お
申し出により単元未満株式を当社が買い取らせていただきま
す。（詳細は、下記「各種お手続きのお申し出先」へお問合せく
ださい。）

● マイナンバーのお届出について
　株主様には税法により証券会社へのマイナンバーの提供が義務付けられてお
り、マイナンバー提供の猶予期間が2021年で終了します。2022年1月以降の最
初に売却代金や配当金の支払を受取るときにマイナンバーが必要となります。（詳
細は、下記「各種お手続きのお申し出先」へお問合せください。）

● 会社概要 （2021年9月30日現在）

社 名 京福電気鉄道株式会社
（Keifuku Electric Railroad Co.,Ltd.）

設 立 1942年３月２日
運 輸 開 始 1910年３月25日（四条大宮～嵐山間）
資 本 金 10億円
従 業 員 数 120人
本社所在地 京都市中京区壬生賀陽御所町３番地の20
福井事務所 福井市日之出１丁目６番14号

● 株主優待のご案内

● 株主メモ
事 業 年 度 4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 ６月

基 準 日
定時株主総会 ：３月３１日
期末配当 ：３月３１日
中間配当 ：９月30日（行う場合）

公 告 の 方 法

電子公告 https://keifuku.co.jp/ir/
announcement.php
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告を
することができない場合は、京都新聞に掲載いたします。

毎年３月３１日を基準日として、株主の皆様に対し、ご所有の株式数に応じて次のとおり株主優待乗車証類を贈呈いたします。

株数
優待内容 590株以上 960株以上 1,200株以上

（①または②）1,920株以上

嵐山線・鋼索線乗車証 1枚 1枚
京福バス回数乗車券 70枚 70枚　
京福バス全線乗車証 1枚
嵐山線・鋼索線・京福バス全線共通乗車証 1枚

※ただし、いずれの乗車証、回数乗車券とも京福バスの高速バス、特定路線にはご乗車いただけません。
ご乗車いただけない路線についての詳細ご案内は、乗車証、回数乗車券とともにお届けします。

（ホームページにも掲載しております。▶https://keifuku.co.jp/ir/stock_meeting.php）

②

①①

●有効期間
６月１日から
翌年５月３１日まで

●お届けの時期
５月下旬

●お届けの方法
郵送いたします。

京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の20  TEL 075-841-9381（管理部）
ホームページ https://www.keifuku.co.jp

京福電気鉄道株式会社
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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