
個人投資家の皆さまへ

東日本旅客鉄道株式会社 個人投資家向けIR説明会

執行役員 総務・法務戦略部長木村 法雄
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１．会社概要と業績
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会社概要

JR東日本

JR東海

JR西日本

JR北海道

JR四国

JR九州

1987年4月

国鉄分割民営化

▼

JR東日本が発足、

東日本エリアをカバー
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会社概要

営業キロ

７４０１．７km

※BRT区間を含む

輸送人員

約1,31４万人／日

（参考※）イギリス 466万人/日(2018年9月期)

アメリカ 8万人/日(2018年9月期)

東日本エリアに広い鉄道網

※イギリスは：2018年9月期（Office of Rail and Road）、アメリカはアム
トラック（米国鉄道旅客輸送公社）のデータ（FY2019.9 / Amtrak 
(National Railroad Passenger Corporation)より
*Number of passengers and Passenger kilometers are for 
FY2017.9）を基に作成

コロナ前の
約74％
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新幹線YEAR ご紹介動画
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流通・サービス事業

小売・飲食業、卸売業
貨物自動車運送事業
広告代理業 等

会社概要

運輸事業

旅客運送事業、旅行業
清掃整備業、駅業務運営業
設備保守業、鉄道車両製造事業
鉄道車両メンテナンス事業 等

不動産・ホテル事業

ショッピングセンターの運営事業
オフィスビル等の貸付業
ホテル業 等

その他

クレジットカード事業
Suica電子マネー事業
情報処理業 等
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近年の連結営業収益の状況
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2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期(計画)

運輸事業 流通・サービス事業 不動産・ホテル事業 その他

（単位：億円）

新型コロナウイルス
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財務状況ハイライト

（単位：億円）
2021年3月期
第２四半期

202２年3月期
第２四半期

202３年3月期
第２四半期

増減
（今期２Q－前期２Q）

営業収益 7,872 8,778 11,150 +2,372

営業利益 △2,952 △1,158 667 +1,826

経常利益 △3,355 △1,362 395 +1,758

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益 △2,643 △1,452 271 +1,723

■2023年3月期 第２四半期連結決算

■2023年3月期連結業績予想
（単位：億円）

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に

帰属する当期純利益

通期

（昨年度実績）

24,530

（19,789）

1,530

（△1,539）

980

（△1,795）

600

（△９４９） 9



鉄道の実績と今後の見通し（コロナ前との比較）

②定期外収入
第2四半期実績（累計）：在来線（関東圏）約78％ 新幹線 約62％
計画
在来線（関東圏）：2023年3月末時点で約95％の水準に到達する見通し

新幹線 ：2023年3月末時点で約90％の水準に到達する見通し

①定期収入
第2四半期実績（累計）：約77％
計画：コロナ前の約75%の水準で推移

新幹線

１Q ３Q２Q ４Q

在来線（関東圏）
在来線（関東圏）
2023年3月末時点で
約95％
の水準に到達見通し

2023年3月期(単位:%）

新幹線
2023年3月末時点で
約90％
の水準に到達見通し
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２．２０２７年度までの経営戦略
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経営環境の変化とこれまでの対応

2018 2020 20212019 2025

将来に向けた取組みのレベルと
スピードを上げて
「変革2027」を実現

（年度）

2026 2027

経営体質の抜本的強化

ESG経営
の実践

成長・イノベーション戦略の再構築

2022 2023 2024

2025年度
新たな数値目標
（2021年1月発表）

連結営業収益 3兆900億円
連結営業利益 4,500億円

新型コロナウイルス
感染症による
経営環境の変化

・・・10年先の未来が到来

「ヒトの生活における「豊かさ」を起点とした
社会への新たな価値の提供」へ転換していく

鉄道のインフラ等を起点としたサービス提供から

変革のスピードアップ
（2020年9月発表）
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変革のスピードアップで示した経営方針

①成長・イノベーション戦略の再構築
当社の強みであるリアルなネットワークとデジタルを掛け合わせ、
新しい暮らしの提案や新領域への挑戦に取り組む

②経営体質の抜本的強化
輸送サービスの収益力の回復を図りつつ、構造改革に取り組む

生活サービス、IT・Suicaサービスの成長を加速し、
2025年度には運輸セグメントとそれ以外のセグメントの営業収益の比率を
「６：４」にしていくとともに、将来的な「５：５」の早期実現を目指す

将来に向けた取組みのレベルとスピードを上げて、「変革2027」を実現

そのために・・・
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JR東日本グループの強み

■生活インフラを支える重層的で”リアル”なネットワークとヒトの交流の拠点となる駅等を持ち、
首都圏を中心に、ヒト・モノ・カネ・情報が交流・蓄積していること

「安全」を裏付ける技術力 リアルに人が集い、動く場

地域・自治体との
繋がり・ネットワーク

幅広い事業展開 有形、無形の豊富な資産
（不動産、データ等）

・安全は経営の
トッププライオリティ
・重点的な安全投資は
継続する

0
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1987 2019 2020 2021

事故発生件数

列車事故 踏切障害事故

鉄道人身傷害事故 鉄道物損事故

・鉄道ネットワークと交
流を行う拠点である駅
等のインフラ
・魅力的なくらしづくり・
まちづくりを展開でき
る基盤

・地方自治体との連携による
地方創生
・地域連携ICカード

・不動産等の有形の資産
・Suicaの統計情報等
の無形の資産

・輸送、生活、Suicaなど
の幅広い事業展開
・スタートアップとの連携
や不動産事業の展開
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新たな価値の創造へ

■グループの強みをベースに、「ヒト起点」「協働と連携」により足元の課題を解決しながら、
輸送、生活、IT・Suicaの3サービスを融合し、グループの力を最大化し、
新たな価値を生み出していきます。
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変革のスピードアップの進捗

成長・
イノベーション
戦略の再構築
（収益力向上）

新領域への挑戦

新しい暮らしの提案

ご利用の変化を踏まえた

サービスの提供

グループ経営の最適化

生産性の向上経営体質の
抜本的強化
（構造改革）

ESG経営の実践

キャッシュ・フローの改善

変革のスピードアップの経営方針 ご紹介する施策

ESG経営の実践

多様な魅力あるまちづくり①②

ゼロ・カーボンチャレンジ2050

旅行・移動需要の喚起、収益の最大化

Beyond Stations 構想

ワンマン運転・自動運転技術の推進

鉄道メンテナンスの改革（スマートメンテナンス推進等）

地方交通線の現状と今後の方向性

ピーク需要の分散（オフピーク定期券・季節別料金）

鉄道事業におけるオペレーションコスト削減

地方創生・地域社会への貢献
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成長・イノベーション戦略の再構築

項目 主な取組み

需要回復機会の
確実な取り込み

鉄道開業150年とともに当社の５方面の新幹線が周年を

迎える好機を生かし、移動需要喚起とイールドマネジメント

による収益の最大化をはかる

デジタルによる
新しい移動・旅

旅行・移動需要の喚起、収益の最大化

保有資産の活用

インバウンド需要

鉄道線路沿い光ファイバ心線の貸し出し事業を2022年度より本格化、

法人等への貸し出しを拡大（収益実績：年間約1.8億円）

当社が保有する光ファイバ心線の貸出拡大・５Gインフラシェア

MaaSの拡大

アジア・欧米等各市場の特性を踏まえたプロモーションにより、

当社エリアへの誘客・流動・消費拡大を促進

2022年度 鉄道事業における

インバウンド収入：約85億円を目指して取り組む

（2018年度実績：約260億円）

国内需要

様々なエリアでTabi-CONNECTを活用したMaaSを展開

地元企業・自治体との連携により、交通から施設利用まで

幅広く利便性の高いサービスを提供

Suica
電子マネー事業

Suica電子マネーのご利用拡大
１日の交通系電子マネーの利用件数が初めて「1,000万件」を突破（2022年6月）

引き続きSuica加盟店のさらなる拡大に取り組む

チケット交換に必要なポイント数を約半減

2・6・9~10月の閑散期を中心に設定

エキトマチケットの拡大
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JREワーケーション ご紹介動画
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成長・イノベーション戦略の再構築
Beyond Stations 構想

• ビックカメラ JRE MALL店グランドオープン

• ふるさと納税：(株)さとふるとのシステム連携開始

• 「STATION BOOTH OMO」

製品を体験し、気に入った製品を JRE MALLで購入

取扱商品数 ：約122万点

会員数 ：約64万人

出店ショップ数 ：450ショップ

JREパスポートの導入その他主な取組み

名称 主な取組み ステータス

• はこビュンQuick 金沢駅カウンター開設

• 精密機械部品や血液輸送などの定期

輸送の開始

取引企業数 ： 76社

１日あたりの輸送数：平均33便

（2022年9月現在）

（2022年9月現在）

2022年４月開始

サブスクサービス

JRE Station カレッジ

• STATION BOOTH を更に拡大

九州エリア・四国エリアに新たに展開

羽田空港への展開

• .andwork 、fabbit との提携開始
ネットワークの拡充

展開数 ：全国571箇所

会員数 ：約26万人

（2022年9月現在）

2022年6月本開講

Eki Tabi MARKET

びゅうプラザ跡地を活用。飲食・イベント・旅行情報提供・

STATION BOOTH等を備えた複合施設としてオープン

2022年６月

大宮駅構内に開業

（自治体含む）

（対前年比約277％）

（対前年比約145％）

（対前年比約167％）
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成長・イノベーション戦略の再構築
多様な魅力あるまちづくり

①高輪ゲートウェイシティ

（仮称）

品川開発プロジェクト(第Ⅰ期）

開業

2024年度末：複合棟Ⅰ

2025年度中：複合棟Ⅱ、

文化創造棟、住宅棟

名称 年度 面積 用途・その他

延床面積

複合棟Ⅰ：約460,000㎡

複合棟Ⅱ：約208,000㎡

文化創造棟：約29,000㎡

住宅棟：約148,000㎡

オフィス、住宅、商業、ホテル等

事業費：約5,800億円

通常稼働時収益見込：約560億円

②芝浦プロジェクト
野村不動産（株）との

２社共同事業

延床面積

約550,000㎡

竣工

2025年２月：S棟

2030年度 ：N棟

オフィス、商業、ホテル、住宅等

④渋谷スクランブルスクエア

①高輪ゲートウェイシティ（仮称）③（仮称）大井町広町開発計画

②芝浦プロジェクト

⑤中野駅新北口駅前

エリア拠点施設整備事業

⑦浜松町二丁目４地区開発

⑧東京工業大学田町キャンパス土地活用事業

⑥新宿駅西南口地区

③（仮称）
大井町広町開発計画

竣工：2025年度末
延床面積

A１地区：約250,000㎡
オフィス、ホテル、商業、住宅等

④渋谷スクランブル
スクエア

開業

2019年11月：東棟

2027年度：中央棟・西棟

延床面積

東棟：約181,000㎡

中央棟・西棟：約96,000㎡

事業費：約423億円

東急（株）等との３社共同事業

東棟：開業以降、営業状況は

概ね計画通りに推移
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成長・イノベーション戦略の再構築

⑤中野駅新北口駅前

エリア拠点施設整備事業

⑧東京工業大学田町

キャンパス土地活用事業

施行区域面積

約23,000㎡
竣工：2028年度

名称 年度 面積 用途・その他

野村不動産（株）等
との５社共同事業

ホール、オフィス、住宅、商業等

共用開始：2030年６月

グランドオープン：2032年４月

KAWASAKI DELTA

オフィス、商業、ホテル等

NTT都市開発（株）等
との４社共同事業

不動産事業における
「回転型ビジネスモデル」

【参考】主な開業済み件名

延床面積

約250,000㎡

WATERS takeshiba MEGURO MARC

2021年開業

延床面積

約137,000㎡
延床面積

約94,000㎡

2022年竣工2020年開業

延床面積

約103,000㎡本開業以降、営業状況は

概ね計画通りに推移 事業費

約506億円

事業費

約764億円

事業費

約230億円

・グループ会社である「JR東日本不動産投資顧問」が運用するファンドへの開発・保有不動産の売却・獲得資金の成長分野への再投資

・私募ファンド事業の更なる拡大に加え、リートの早期組成を準備

・2022年度は、約300億円規模でのファンド等への売却を計画（営業収益としては約200億円を計画）

事業費は当社グループにおけるものであり、有価証券報告書より記載。今後のプロジェクトに関する記載は現時点での予定。

⑦浜松町二丁目

４地区開発
竣工：2029年度

オフィス、商業、ホテル等
延床面積

約314,000㎡ （株）世界貿易センター
ビルディング等との４社共同事業

工事期間

南街区：2023年度～

2028年度

北街区：～2040年代

延床面積

南街区：約150,000㎡

北街区：約141,500㎡

京王電鉄（株）等との
共同事業

⑥新宿駅西南口地区

商業、オフィス、ホテル等
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成長・イノベーション戦略の再構築

■不動産投資法人（リート）の組成を検討

■私募ファンドの組成を加速し、数年間で1千億円規
模への拡大を目指す

狙い

２つを戦略的に使い分けることで、
変革のスピードアップを図る

長期保有型
ビジネスモデル

回転型
ビジネスモデル

将来的な展望

■不動産ファンド事業を通じて、JR東日本のくらしづくり・
まちづくりの更なるスピードアップ

■当社グループの開発・所有物件を組み入れ、獲得資
金を成長分野へ再投資する「回転型ビジネスモデル」
を構築

■アセットマネジメント事業による不動産事業の強化と
グループの強みを融合した新たな価値の創造

不動産事業における回転型ビジネスモデルについて
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変革のスピードアップの進捗

成長・
イノベーション
戦略の再構築
（収益力向上）

新領域への挑戦

新しい暮らしの提案

ご利用の変化を踏まえた

サービスの提供

グループ経営の最適化

生産性の向上経営体質の
抜本的強化
（構造改革）

ESG経営の実践

キャッシュ・フローの改善

変革のスピードアップの経営方針 ご紹介する施策

ESG経営の実践

多様な魅力あるまちづくり①②

ゼロ・カーボンチャレンジ2050

旅行・移動需要の喚起、収益の最大化

Beyond Stations 構想

ワンマン運転・自動運転技術の推進

鉄道メンテナンスの改革（スマートメンテナンス推進等）

地方交通線の現状と今後の方向性

ピーク需要の分散（オフピーク定期券・季節別料金）

鉄道事業におけるオペレーションコスト削減

地方創生・地域社会への貢献
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経営体質の抜本的強化

※減価償却費・租税公課を除いた営業費用鉄道事業におけるオペレーションコスト※削減

2027年度における鉄道事業のオペレーションコストを2019年度比1,000億円削減

ポストコロナ社会におけるご利用の変化と、将来の人口減少に対応するための柔軟なコスト構造をめざす

現時点における
2027年度

削減達成見通し

2022年度
までの削減
予定額

約700億円

約870億円

1,000億円

うち2021年度までに

約630億円
削減済み

変革2027における主な構造改革
2021.3 
時点見通し

2022.3 
時点見通し

運行体制のスリム化

駅業務の変革等

ワンマン運転の拡大、みどりの窓口の配置見直し

▲100 ▲290

ダイヤ改正等 ー ▲50

スマートメンテナンス（CBM等）

システムチェンジ（新技術の活用等）

事業の基本事項見直し（終電繰り上げ等）

設備のスリム化（券売機の削減等）

▲200 ▲200

効率的な販売体制（チケットレス等）

グループ会社の構造改革（マルチタスク化等）

ご利用に応じたサービス提供（警備・案内委託等）

▲200 ▲330

オペレーションコスト追加削減（+α） ▲500 ▲130

オペレーションコスト削減合計 ▲1,000 ▲1,000

★追加となった要素

(単位:億円) 2022年度
までの

削減予定額

▲170

▲40

▲170

▲320

－

▲700

★

★

24



経営体質の抜本的強化
ピーク需要の分散（オフピーク定期券等）

オフピーク定期券
(時間帯別ピークシフト)

通常定期券

オフピーク定期券

約1.4%値上げ

約10%値下げ

平日の朝ピーク時間帯は定期券として利用不可
（出場時に別途IC運賃が必要）

全ての時間での利用が可能

+400円

+200円

-200円

閑散期

最繁
忙期

繁忙期
通常期

「最繁忙期」を設定し、料金幅を４段階に設定

入場

入場

出場

出場

発売 2023年3月

券種 Suica通勤定期券

対象 東京の電車特定区間

発売 2022年４月 2023年4月

券種 指定席特急券
特別車両券
寝台車両券

対象 新幹線・在来線の一部特急列車

指定席特急券に導入済みだが、グリーン車等に範囲を拡大

対象エリア内の通勤定期券

のご利用の内５％程度の

オフピーク時間帯へのシフト

を見込む

（現在 変更認可申請中）

シーズン別の指定席特急料金
（季節別ピークシフト）

朝ピーク時間帯

25



経営体質の抜本的強化
ワンマン運転・自動運転技術の推進

鉄道メンテナンス・建設工事のDX推進

スマートメンテナンス 設備のスリム化検討・推進

• 駅設備：自動券売機、自動改札機等

• 輸送設備：架線レス化・ホーム設備のスリム化等

2025～2030年頃の導入を目指す

【参考】首都圏におけるATO・ワンマン運転準備区間
山手線自動運転を目指した実証運転試験

・2022年10月から2カ月程度・営業列車で実施

・運転機能、乗り心地・省エネ性能等を確認

・ATO導入準備・将来的なドライバレス運転の

実現を目指す

建設工事・維持管理におけるDX推進

• 動画をアップロードして点群を自動生成・可視化

• 三次元空間情報をクラウドで共有

川崎

東神奈川

• 状態把握、検査周期の効率化を推進

• 設備の劣化予測・故障予測を実施
26



経営体質の抜本的強化

当社在来線における平均通過人員（人/日）の推移

ご利用の少ない線区のあり方についての地元協議

0.6 2.9

12.8

12.6

71.1

10.2

10.2

10.4

7.3
62.0

16.4

6.5

13.1

14.1

49.9

路線数:66 営業キロ:6,031.0 ㎞ 路線数:66 営業キロ:6108.5 ㎞路線数:67 営業キロ:6,644.4㎞

2019年度 2020年度

…1,000～2,000人未満

…500～1000人未満

1987年度

…4,000人以上

（単位：%）

※路線単位での集計。当該路線が当社全体の在来線営業キロに占める割合。

…500人未満

…2,000～4,000人未満

2019年度 2020年度

運輸収入 58億円 34億円

営業費用 752億円 741億円

収支 △693億円 △707億円

・ご利用状況に加え線区別収支情報を開示し、その後、沿線自治体等

へ各路線の現状を説明している

・今後、地域特性に応じた持続可能な交通体系について、沿線自治体

との建設的なコミュニケーションを加速させていく

国土交通省 検討会での提言を受けて当社の方針

只見線（会津川口駅～只見駅間）

当社：第二種鉄道事業者

福島県：第三種鉄道事業者

10月1日上下分離方式により運転再開

2,000人未満 線区別収支 （2022年7月公表）

数値切り捨ての関係で、収支は運輸収入と営業費用の計算結果と一致しない場合があります。
只見線会津川口～只見間および上越線越後湯沢～ガーラ湯沢間は収支開示の対象外としております。

※鉄道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検討会
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変革のスピードアップの進捗

成長・
イノベーション
戦略の再構築
（収益力向上）

新領域への挑戦

新しい暮らしの提案

ご利用の変化を踏まえた

サービスの提供

グループ経営の最適化

生産性の向上経営体質の
抜本的強化
（構造改革）

ESG経営の実践

キャッシュ・フローの改善

変革のスピードアップの経営方針 ご紹介する施策

ESG経営の実践

多様な魅力あるまちづくり①②

ゼロ・カーボンチャレンジ2050

旅行・移動需要の喚起、収益の最大化

Beyond Stations 構想

ワンマン運転・自動運転技術の推進

鉄道メンテナンスの改革（スマートメンテナンス推進等）

地方交通線の現状と今後の方向性

ピーク需要の分散（オフピーク定期券・季節別料金）

鉄道事業におけるオペレーションコスト削減

地方創生・地域社会への貢献
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ESG経営の実践

グループ会社

JR東日本

2013年度 2030年度 2050年度

215万t

50万t

108万t

25万t

再エネ50％

自営10％
省エネ40％

再エネ20％

自営50％
省エネ20％

その他10％

自営発電電源（川崎火力発電所）の脱炭素化省エネルギーの取組み

2030年度までに累計70万kW

2050年度までに累計100万kWを目指す

【参考】2021年度実績13.05万kW

水素ハイブリッド電車HYBARI ENEOSとの水素ステーション開発

秋田県西目西ノ沢風力発電（2022年9月）

再生可能エネルギー電源の開発

新幹線省エネ運転技術の開発 エコステの展開

50％削減

実質ゼロ

265万t

・水素混焼発電の実現に向け、ENEOS（株）

と連携による具体的な検討を推進

・発電所から排出されるCO₂を有効活用

するためにCCUS※の技術を検討

※CCUS（Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage）

稼働状況

新１号機 ２号機 ３号機 ４号機

運転
開始

2021 1993 1999 2014

燃料 LNG
都市
ガス

LNG LNG

E（環境）：ゼロカーボン・チャレンジ2050 2022年７月にエネルギービジョン2027を策定。個別目標に基づき取組みを推進

JR東日本
削減内訳

グループ会社削減

グループ会社削減

JR東日本削減内訳
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ESG経営の実践

S（社会）:地方創生・社会への貢献

地方創生型ワークプレイス

30

地域の技術や人々をエリア

や世代を超えてつなぐ

「JRE Local Hub 燕三条」

2022年度冬開業予定

JRE MALL ふるさと納税

ホームドアの整備拡大・加速とともに

エレベータ等の設備整備を加速していく

併せて2023年3月より

「鉄道駅バリアフリー料金制度」を活用

地方中核都市のまちづくり ６次産業

ブランド栗「笠間の栗」を加

工、販売し、域内経済活性

化に資する「笠間栗ファク

トリー」

2022年9月本格稼働

Suica を活用したスマート

ホテル「ホテル B4T いわき」

2023年１月開業予定

バリアフリー設備 整備推進

JRE MALLでのふるさと納税の拡大

2022年9月より（株）さとふる

とのシステム連携を開始

ふるさと納税 返礼品数約６万点

Suica利用エリアの拡大

2023 年春以降に青森県・岩手県・秋田県で、

2024 年春以降に山形県で、

Suicaがご利用いただける

駅を拡大

地域連携ICカード

2022年9月現在、6県にて11種類展開

2023年春には弘前地域、2025年春には

長野地域へも導入予定

前橋版MaaS（MaeMaaS）の拡大

交通系ICカードとマイナンバーカードを紐

づけることで、ICカードのタッチで

割引等の市民向け特典を利用可能に

30



３．株価、株主還元
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10,000

12,000

14,000

（円）

※2009年1月4日を効力発生日とした株式分割（1株を100株に分割）を考慮して記載しております。

株価の推移

2008.9
ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ2002.5～6

第3次売却

1999.7～8
第2次売却

1993.10
株式上場

JR東日本 日経平均

2011.3
東日本大震災

2020.１
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
感染症流行
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株主還元

120 120
130 130

140
150

165

100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

（円）

総還元性向
（単位：%） 29.3 32.3 33.0 32.6 32.9 32.9 31.4 - - 62.9

配当性向
（単位：%） 23.7 26.1 20.8 18.2 18.7 19.4 31.4 - - 62.9

（年度）

参考：１株当たり年間配当金の推移

■中長期的には、総還元性向は40％を目標とし、配当性向は30％をめざす

■業績の動向をふまえ、安定的な増配及び柔軟な自社株買いを行っていく

※ｎ年度の総還元性向(％)＝ (ｎ年度の年間配当額）＋(n＋１年度の自己株式取得額)

ｎ年度の親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり配当
（2023年3月期）

100円
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４．株主優待
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株主優待

■株主優待割引券

当社では、毎年3月31日時点で当社株式を100株（１単元）以上ご所有の株主の皆さまに、
６月下旬頃、以下の株主優待を発行しております。

⚫当社営業路線内の運賃・料金の割引券です。
⚫2022年から長期保有株主さま向け優待制度を導入しています。
（詳しくは当社HPをご覧ください）。

① １枚で乗車券・特急券が40％割引！

② 各駅の指定席券売機でご利用が可能！

…株主優待割引券の券面に印刷された「ＱＲコード」を利用し、
「みどりの窓口」だけではなく、 指定席券売機でも株主優待割引を適用したきっぷをご購入いただけます。

③ 「えきねっと」「新幹線eチケット」でのご利用も可能！
…「えきねっと」サイトで株主優待割引券番号等を入力することで、
「みどりの窓口」や「指定席券売機」を利用せずに予約・購入することが可能です。

見本
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株主優待

■株主サービス券

⚫当社グループの施設等でご利用可能です。
100株以上ご所有の株主さまに一律で１冊の株主サービス券をお送りしております。

種類 割引率 配付枚数

JRE MALLクーポン 500円割引 1枚
鉄道博物館入館割引券 50％割引 2枚
東京ステーションギャラリー入館割引券 50％割引 2枚
株主さま優待価格宿泊券 １０～20％割引 ６枚
レストラン・バー割引券 10%割引 3枚
GALA湯沢スキー場 リフト割引券 50%割引 3枚
GALA湯沢スキー場 スクールレッスン料金割引券 20%割引 3枚
駅レンタカー割引券 ３０%割引 3枚
STATION BOOTH利用券 1時間まで無料 1枚
ベックスコーヒーショップ・ベッカーズ ドリンク割引券 100円割引 3枚
いろり庵きらく・そばいち 選べるトッピング無料券 ３枚
リラクゼ 料金割引券 15%割引 3枚

⚫1,000株以上ご所有の方には「JR東京総合病院 人間ドック料金10％割引券」もお送りいたします。
36



株主さま限定イベント

■202２年度開催予定の「株主さま限定イベント」

毎年９月3０日時点で当社株式を100株（１単元）以上ご所有の株主さまを対象に、
抽選でご参加いただける「株主さま限定イベント」を開催しております。

② 新幹線総合車両センター特別見学
＋

JRフルーツパーク仙台あらはま見学
80名様ご招待

① 鉄道博物館ナイトミュージアム
250組（最大1,000名様）ご招待

37

③ 長野総合車両センター オンライン特別イベント
3,000名様限定



株主・投資家の皆さまへ

株主・投資家の皆さまには、ここまで2期連続の赤字で、大変な
ご迷惑とご心配をおかけいたしました。改めてお詫び申し上げま
す。
2022年度は黒字化を達成するとともに、成長戦略、構造改革
を着実に進め、さらなる成長を実現できるグループへと進化して
いきます。
私たちの強みと価値創造モデルは信頼に基づくものであり、今
後はそれをさらに進化させることで、ステークホルダーの皆さま
への価値を提供し続ける決意です。
皆さまには、変わらぬご支援をいただくとともに、これからの

JR東日本グループにぜひともご期待いただきたいと思います。
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【将来見通しの記述について】
本資料に記載されているJR東日本グループの現在の計画、戦略、確信などのうち、過去の事実以外のものはJR東日本グループの将来

の業績に関する見通しの記述であり、現在入手可能な情報に基づく経営陣の仮定と確信に基づくものであります。
これらの将来見通しの記述は、既に知られているリスク、知られていないリスクや不確かさ、その他の要因などを含み、JR東日本グ

ループの実際の経営成績、業績などはこのレポートに記載した見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因に
は以下のようなものなどが含まれます。

(1) 鉄道事業の現在の利用者数を維持または増加させるJR東日本グループの能力、
(2) 鉄道事業その他の事業の収益性を改善するJR東日本グループの能力、
(3) 鉄道事業以外の事業を拡大するJR東日本グループの能力、
(4) 日本全体の経済情勢や法規制、日本政府の政策など。
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よくあるご質問

40

旅行支援等ポジティブなニュースもある一方、
コロナの第8波の拡大も懸念されている。
どのような影響が出ると考えているのか。

Ｑ



鉄道の実績と今後の見通し（コロナ前との比較）

②定期外収入
第2四半期実績（累計）：在来線（関東圏）約78％ 新幹線 約62％
計画 在来線（関東圏）：2023年3月末時点で約95％の水準に到達する見通し

新幹線 ：2023年3月末時点で約90％の水準に到達する見通し

①定期収入
第2四半期実績（累計）：約77％
計画：コロナ前の約75%の水準で推移

新幹線

１Q ３Q２Q ４Q

在来線（関東圏）
在来線（関東圏）
2023年3月末時点で約95％
の水準に到達見通し

2023年3月期(単位:%）

新幹線
2023年3月末時点で約90％
の水準に到達見通し

※10月の運輸収入は概ね当初計画の水準まで回復
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よくあるご質問

42

他の鉄道会社で運賃値上げに関する
報道がされていたが、ＪＲ東日本も同様に
運賃値上げを予定しているのでしょうか。

Ｑ



経営体質の抜本的強化
ピーク需要の分散（オフピーク定期券等）

オフピーク定期券
(時間帯別ピークシフト)

通常定期券

オフピーク定期券

約1.4%値上げ

約10%値下げ

平日の朝ピーク時間帯は定期券として利用不可
（出場時に別途IC運賃が必要）

全ての時間での利用が可能

+400円

+200円

-200円

閑散期

最繁
忙期

繁忙期
通常期

「最繁忙期」を設定し、料金幅を４段階に設定

入場

入場

出場

出場

発売 2023年3月

券種 Suica通勤定期券

対象 東京の電車特定区間

発売 2022年４月 2023年4月

券種 指定席特急券
特別車両券
寝台車両券

対象 新幹線・在来線の一部特急列車

指定席特急券に導入済みだが、グリーン車等に範囲を拡大

対象エリア内の通勤定期券

のご利用の内５％程度の

オフピーク時間帯へのシフト

を見込む

（現在 変更認可申請中）

シーズン別の指定席特急料金
（季節別ピークシフト）

朝ピーク時間帯
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よくあるご質問

44

中期経営計画について、
コロナで見直しをしたと思うのだが、
具体的な数値目標を教えてほしい。

Ｑ



2025年度目標
（単位：億円）

連結営業収益 30,900

連結営業利益 4,500

連結営業キャッシュ・フロー 36,930※１

連結ROA ※２ 4.5%程度

ネット有利子負債 ※３

/EBITDA ※４
5倍以下

※１ 2021～2025年度までの総額
※２ 連結ROA（総資産営業利益率） ＝営業利益 ÷ 総資産
※３ ネット有利子負債 ＝ 連結有利子負債残高 ー 連結現金及び現金同等物残高
※４ EBITDA ＝ 連結営業利益 ＋ 連結減価償却費

（参考）変革のスピードアップの数値目標
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よくあるご質問

46

先日の第２四半期決算発表で、
鉄道他社では業績予想を下方修正していた。
コロナの拡大も予想されているが、JR東日本
は業績予想は修正しないのか？

Ｑ



財務状況ハイライト

（単位：億円）
2021年3月期
第２四半期

202２年3月期
第２四半期

202３年3月期
第２四半期

増減
（今期２Q－前期２Q）

営業収益 7,872 8,778 11,150 +2,372

営業利益 △2,952 △1,158 667 +1,826

経常利益 △3,355 △1,362 395 +1,758

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益 △2,643 △1,452 271 +1,723

■2023年3月期 第２四半期連結決算

■2023年3月期連結業績予想
（単位：億円）

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に

帰属する当期純利益

通期

（昨年度実績）

24,530

（19,789）

1,530

（△1,539）

980

（△1,795）

600

（△９４９） 47



よくあるご質問

48

コロナで厳しい経営状況が続いているが、
今後予定している大きな投資案件は
どのようなものがあるのか、教えてほしい。

Ｑ



成長・イノベーション戦略の再構築
多様な魅力あるまちづくり

①高輪ゲートウェイシティ

（仮称）

品川開発プロジェクト(第Ⅰ期）

開業

2024年度末：複合棟Ⅰ

2025年度中：複合棟Ⅱ、

文化創造棟、住宅棟

名称 年度 面積 用途・その他

延床面積

複合棟Ⅰ：約460,000㎡

複合棟Ⅱ：約208,000㎡

文化創造棟：約29,000㎡

住宅棟：約148,000㎡

オフィス、住宅、商業、ホテル等

事業費：約5,800億円

通常稼働時収益見込：約560億円

②芝浦プロジェクト
野村不動産（株）との

２社共同事業

延床面積

約550,000㎡

竣工

2025年２月：S棟

2030年度 ：N棟

オフィス、商業、ホテル、住宅等

④渋谷スクランブルスクエア

①高輪ゲートウェイシティ（仮称）③（仮称）大井町広町開発計画

②芝浦プロジェクト

⑤中野駅新北口駅前

エリア拠点施設整備事業

⑦浜松町二丁目４地区開発

⑧東京工業大学田町キャンパス土地活用事業

⑥新宿駅西南口地区

③（仮称）
大井町広町開発計画

竣工：2025年度末
延床面積

A１地区：約250,000㎡
オフィス、ホテル、商業、住宅等

④渋谷スクランブル
スクエア

開業

2019年11月：東棟

2027年度：中央棟・西棟

延床面積

東棟：約181,000㎡

中央棟・西棟：約96,000㎡

事業費：約423億円

東急（株）等との３社共同事業

東棟：開業以降、営業状況は

概ね計画通りに推移
49



よくあるご質問

50

交通事業者として、鉄道の安全というのは
疎かにできないことだと思いますが、
安全性に関する投資については
どのような状況になっているのでしょうか。

Ｑ



（参考）安全設備投資額と事故発生件数
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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1987 2019 2020 2021

設備投資額における安全設備投資額

安全投資 その他の投資

（単位：億円）
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事故発生件数

列車事故 踏切障害事故

鉄道人身傷害事故 鉄道物損事故

（単位：件）
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よくあるご質問

52

物流業ではドライバー不足等が聞かれるが、
ＪＲ東日本では、山手線の自動運転に関する報
道を見かけたことがある。
現在の進捗状況を教えてほしい。

Ｑ



経営体質の抜本的強化
ワンマン運転・自動運転技術の推進

鉄道メンテナンス・建設工事のDX推進

スマートメンテナンス 設備のスリム化検討・推進

• 駅設備：自動券売機、自動改札機等

• 輸送設備：架線レス化・ホーム設備のスリム化等

2025～2030年頃の導入を目指す

【参考】首都圏におけるATO・ワンマン運転準備区間
山手線自動運転を目指した実証運転試験

・2022年10月から2カ月程度・営業列車で実施

・運転機能、乗り心地・省エネ性能等を確認

・ATO導入準備・将来的なドライバレス運転の

実現を目指す

建設工事・維持管理におけるDX推進

• 動画をアップロードして点群を自動生成・可視化

• 三次元空間情報をクラウドで共有

川崎

東神奈川

• 状態把握、検査周期の効率化を推進

• 設備の劣化予測・故障予測を実施
53



よくあるご質問

54

キャッシュレスの浸透もあり、世の中には様々
なポイントサービスが存在しているが、
その中でJREポイントの強みはなんでしょうか。

Ｑ



新たな価値の創造へ

■グループの強みをベースに、「ヒト起点」「協働と連携」により足元の課題を解決しながら、
輸送、生活、IT・Suicaの3サービスを融合し、グループの力を最大化し、
新たな価値を生み出していきます。
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よくあるご質問

56

他社の株に比べると株価が高い。
株式分割については考えていないのか。Ｑ
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※2009年1月4日を効力発生日とした株式分割（1株を100株に分割）を考慮して記載しております。

株価の推移

2008.9
ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ2002.5～6

第3次売却

1999.7～8
第2次売却

1993.10
株式上場

JR東日本 日経平均

2011.3
東日本大震災

2020.１
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
感染症流行
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よくあるご質問

58

配当などの株主還元をもっと充実してほしい。
コロナの影響がある中ではあるが、
どのように考えているのか。

Ｑ



株主還元
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100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

（円）

総還元性向
（単位：%） 29.3 32.3 33.0 32.6 32.9 32.9 31.4 - - 62.9

配当性向
（単位：%） 23.7 26.1 20.8 18.2 18.7 19.4 31.4 - - 62.9

（年度）

参考：１株当たり年間配当金の推移

■中長期的には、総還元性向は40％を目標とし、配当性向は30％をめざす

■業績の動向をふまえ、安定的な増配及び柔軟な自社株買いを行っていく

※ｎ年度の総還元性向(％)＝ (ｎ年度の年間配当額）＋(n＋１年度の自己株式取得額)

ｎ年度の親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり配当
（2023年3月期）

100円
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IRメール配信サービスのご案内

■配信メール（一例）

CHECK！！
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