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http://www.jreast.co.jp/press/2012/20121013.pdf  

・佐藤信之(2013)「鉄道会社の経営」中公新書 

・東日本旅客鉄道「『グループ経営構想 Ⅴ～限りなき前進～』について」 

http://www.jreast.co.jp/press/2012/20121013.pdf  

・東日本旅客鉄道「平成 25 年 3 月期 決算短信」

http://www.jreast.co.jp/investor/financial/2013/pdf/kessan_01.pdf 

・国土交通省「鉄・軌道業営業損益」www.mlit.go.jp/common/001065525.xlsx 

・森彰英(2000)『JR 東日本の事業創造』日本能率協会マネジメントセンター 

・東日本旅客鉄道「事業展開」 

http://www.jreast.co.jp/youran/pdf/2014-2015/jre_youran_group_p46.pdf 

・宮本惇夫(2008)『躍進する「駅ナカ小売業」』交通新聞社 

・山之内秀一郎(2008)『JR はなぜ変われたか』毎日新聞社 

http://www.jreast.co.jp/investor/financial/2013/pdf/kessan_01.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001065525.xlsx
http://www.jreast.co.jp/youran/pdf/2014-2015/jre_youran_group_p46.pdf
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・東日本旅客鉄道株式会社「本社・支社・グループ会社一覧」 

http://www.jreast.co.jp/group/ 

・東日本旅客鉄道「グループ経営構想 Ⅴ『今後の重点取組み事項』の進捗及び 

更新について」 

http://www.jreast.co.jp/press/2014/20141019.pdf 

 

コラム「鉄道事業者の多角化と財務」 

・佐藤信之(2013)「鉄道事業者の経営」中公新書 

・平元達也(2002)『事業の多角化と企業価値』日本ファイナンス学会 

・中野誠・吉村行充(2004)『多角化企業のバリュエーション--ファンダメンタ 

ルズと投資戦略による分析』日本証券アナリスト協会 

・有限責任 あずさ監査法人(編)(2011)『【第 8 版】有価証券報告書の見方・読 

み方』清文社 

・西間木梅香(2013)『事業多角化の財務的効果―内部的多角化と外部的多角化の違いを

中心として―』 

http://www.jc.u-aizu.ac.jp/11/141/thesis/msy2013/03.pdf#search='%E4%BA%8B%E6

%A5%AD%E5%A4%9A%E8%A7%92%E5%8C%96%E3%81%AE%E8%B2%A1%E5%

8B%99%E7%9A%84%E5%8A%B9%E6%9E%9C' 

・石川順章(2013)「日本の鉄道事業における経営多角化の類型化と比較分析」『現代社

会研究』第 11 号,東洋大学,p.209-220 

http://id.nii.ac.jp/1060/00007063/ 

・宮宇地俊岳(2010)『企業分析における経営戦略分析』 

http://mizuho-sc.gsm.kyoto-u.ac.jp/cw/wp-content/uploads/2014/05/2010-J2.pdf#sear

ch='%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%AB%E3%81%8

A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%B5%8C%E5%96%B6%E6%88%A6%E7%95%A5%

E5%88%86%E6%9E%90' 

・業界動向 SEARCH.COM『ジャンル別業界一覧 鉄道業界』 

http://gyokai-search.com/3-train.htm 

・EDIUNET 業種平均『EDIUNET 業種平均ランキング』 

 http://industry.ediunet.jp/ 

・京成電鉄株式会社 公式ホームページ 
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 http://www.keisei.co.jp/ 

・近鉄グループホールディングス株式会社 公式ホームページ 

 http://www.kintetsu-g-hd.co.jp/ 

・西日本鉄道株式会社 公式ホームページ 

 http://www.nishitetsu.co.jp/group/ 

・京浜急行電鉄株式会社 公式ホームページ 

 http://www.keikyu.co.jp/ 

・金融庁『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示シス

テム EDINET』 

 http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/EKW0EZ0001.html?lgKbn=2&dflg=0&iflg=0 

 

 

第 3 部 

第 1 章 

・田中絢人、高見沢実(2010)「大手民間鉄道事業者による沿線価値向上に向けた取り組

みに関する研究」『日本都市計画学会都市計画報告集 No.8 (2010 年 2 月)』p.213-216  

http://www.cpij.or.jp/com/ac/reports/8-4_213.pdf 

 

コラム「『沿線価値』について考える」 

・クリスティアン・ウォルマー(2012）『鉄道世界史 血と鉄と金の世界変革』安原和見、

須川綾子訳、河出書房新社 

・日本民営鉄道協会(2015)『みんてつ vol.54 夏号』 

・日本民営鉄道協会(2014)『みんてつ vol.49 春号』 

・日本民営鉄道協会(2014)『みんてつ vol.48 冬号』 

・日本民営鉄道協会(2010)『みんてつ vol.36 秋号』 

・大和総研 コンサルティングサイト「人口減少時代における鉄道事業者の沿線価値向

上に向けた関連事業展開戦略」 

http://www.dir.co.jp/consulting/insight/biz/121107.html 

・公益財団法人 日本生産性本部 生産性総合研究センター 

「企業分析レポート Vol.8 首都圏鉄道・顧客満足度№1 を支える独自の高付加価化戦略 

～東京急行電鉄～」 

http://www.jpc-net.jp/analysis_report/ar08_jp.pdf 
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・田中絢人、高見沢実(2010)「大手民間鉄道事業者による沿線価値向上に向けた取り組

みに関する研究」『日本都市計画学会都市計画報告集 No.8 (2010 年 2 月)』p.213-216  

http://www.cpij.or.jp/com/ac/reports/8-4_213.pdf 

・IT ビジネスオンライン「3 カ年経営計画：「再開発で世界からもっと注目される

“SHIBUYA”に」――東急電鉄・野本社長」 

http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1503/27/news164.html 

 

第 2 章 

・森地茂・和泉洋人・内藤廣(2014) 

「シンポジウム 少子高齢社会における持続可能な都市鉄道のあり方：東京圏の国際競

争力強化に向けて」『運輸政策研究』第 17 号, 運輸政策研究機構, p.56-71 

・国土交通省「テレワーク」 

http://www.mlit.go.jp/crd/daisei/telework/ 

・国土交通省・社団法人日本テレワーク協会 

「テレワークの効果に関する調査」 

http://www.mlit.go.jp/crd/daisei/telework/15telework_kouka.pdf 

 

 


