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１．平成19年9月期第3四半期の連結業績（平成18年10月1日　～　平成19年6月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年9月期第3四半期 3,549 24.9 29 － 230 － 59 －

18年9月期第3四半期 2,840 － △178 － △292 － △248 －

18年9月期 4,097 － △116 － △234 － 214 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年9月期第3四半期 0 14 － －

18年9月期第3四半期 △0 80 － －

18年9月期 0 66 0 65

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年9月期第3四半期 20,334 18,985 93.4 45 81

18年9月期第3四半期 14,999 13,748 91.6 42 37

18年9月期 20,759 19,382 92.4 45 20

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年9月期第3四半期 △5,305 △1,234 △517 2,556

18年9月期第3四半期 － － － －

18年9月期 △623 △7,269 15,488 9,613

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第3四半期末

 円 銭

19年9月期第3四半期 － －

18年9月期第3四半期 － －
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３．平成19年9月期の連結業績予想（平成18年10月1日　～　平成19年9月30日）　【参考】

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,000 46.4 400 － 600 － 500 133.6 1 18

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　無

新規 －社  除外 －社  

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　無

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

㈱Ａ.Ｃホールディングス(1783) 平成 19 年９月期第３四半期財務･業績の概況
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

 　 当連結第３四半期の経済環境は、企業収益が改善し、設備投資は増勢を保ち、雇用情勢に厳しさが残るものの改善

  に広がりがみられ、個人消費は持ち直しております。先行きについては、企業の好調さが持続し、これが家計へ波及

  し国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれております。

　　こうした状況のもと、当社グループは中期経営計画の達成に向けた「収益基盤の確立」を実現すべく、組織体制再

　編など各事業の整備に注力するとともに、従来からの不動産投資等を積極的に推し進めてまいりました。

  この結果、第３四半期の業績は、売上高35億49百万円（前年同期比24.9％増）、営業利益29百万円（前年同期営業損

　失１億78百万円）、経常利益２億30百万円（前年同期経常損失２億92百万円）、当期純利益59百万円（前年同期純損

　失２億48百万円）と増収増益になりました。

　事業別セグメントの業績は次のとおりです。

　　『ゴルフ・リゾート事業』におきましては、㈱シェイクスピアカントリークラブ（取得日：平成18年２月）、㈱広

　島紅葉カントリークラブ（取得日：平成18年２月）、㈱米山水源カントリークラブ（取得日：平成18年８月）、㈱ラ

　ンデヴー（レストランしゅん（旧マコレストラン東京）、取得日：平成18年７月）が順調に業績を伸ばしておりま

　す。この結果、売上高は11億１百万円（前年同期比204.2％増）、営業損失１億47百万円（前年同期営業利益61百万

　円）となりました。なお、営業損失計上の主な要因は、「のれん償却」87百万円及び福岡の旧東亜興産ビルのリニュ

　ーアル費用等64百万円によるものであります。

　　『ファイナンス事業』におきましては、リース、割賦販売等の本業が着実に業績を積み重ねてまいりました。この

　結果、売上高は１億67百円（前年同期比124.5％増）、営業利益77百万円（前年同期比5,503.3％増）となりました。

　　『インベストメント事業』におきましては、不動産投資を積極的に推し進めてまいりました。この結果、売上高は

　３億55百万円（前年同期比93.1％増）、営業損失３百万円（前年同期営業損失22百万円）となりました。なお、投資

　事業組合への投資収益「投資事業組合運用益」１億69百万円は営業外収益に計上しています。

　　『建設事業』におきましては、公共事業の縮小、価格競争の激化等をうけて不採算支店営業所の廃止を断行いたし

　ました。この結果、売上高は15億22百万円（前年同期比31.4％減）、営業損失82百万円（前年同期営業損失２億20百

　万円）となりました。

　　『リアルエステート事業』におきましては、当第３四半期より不動産の売買及び仲介を開始し、順調に実績を上げ

　ました。この結果、売上高は４億62百万円、営業利益78百万円となりました。

　　『ＩＴ事業』におきましては、当第３四半期より広域負荷分散型のインターネットデータストレージ事業を開始

　し、順調に業績を伸ばしております。この結果、売上高は１億80百万円、営業利益１億23百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

  （１）財政状態の変動状況

 　　　 財政状態につきましては、総資産203億34百万円（前年同期比53億35百万円増加）、負債の部合計13億48百万

        円（前年同期比97百万円増加）となり、純資産の部合計189億85百万円（前年同期比52億37百万円増加）とな

　　　　りました。

  （２）当第３四半期におけるキャッシュ・フローの状況

 　　　　 当第3四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比較して70億57

　　　　　百万円減少し、25億56百万円となりました。

　　　　　当第３四半期末のキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

　　　　　（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

　　　　　　営業活動による資金の主な減少要因は、営業出資金の増加10億17百万円、営業貸付金の増加18億25百万円及

　　　　　　びその他固定資産の増加に含まれる投資不動産取得による支出18億円であります。

　　　　　　この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは53億円５百万円の減少となりました。 

　　　　　（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　　　　　　投資活動による資金の減少要因は、有形固定資産の取得による支出12億16百万円及び投資有価証券の取得に

　　　　　　よる支出２億22百万円であります。また、資金の主な増加要因は投資有価証券の売却による収入１億35百万

　　　　　　円であります。

　　　　　　この結果、投資活動におけるキャッシュ・フローは12億34百万円の減少となりました。 

　　　　　（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　　　　　　財務活動による資金の減少要因は、新株予約権買取による支出２億円及び自己株式の取得による支出３億17

　　　　　　百万円によるものであります。

　　　　　　この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは５億17百万円の減少となりました。

㈱Ａ.Ｃホールディングス(1783) 平成 19 年９月期第３四半期財務･業績の概況
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３．連結業績予想に関する定性的情報

 　 第４四半期に入り各セグメントの順調な伸びが見込まれ、現在のところ、平成19年５月18日付「平成19年9月期中

　間決算短信」で発表しました通期業績予想には変更はありません。

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

 　 　該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

 　　 該当事項はありません。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

      当第3四半期連結会計期間より、平成19年度法人税法改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

　　については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

㈱Ａ.Ｃホールディングス(1783) 平成 19 年９月期第３四半期財務･業績の概況

－ 4 －



５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成18年9月期
第3四半期末）

当四半期末
（平成19年9月期
第3四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成18年9月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

　１．現金預金 5,392,593 2,556,323 △2,836,270 △52.6 9,613,699

　２．受取手形及び完
　　　成工事未収入金
　　　等

368,057 420,392 52,335 14.2 490,891

　３．たな卸資産 398,299 405,242 6,942 1.7 233,900

  ４．未収入金 20,202 803,418 783,215 － 38,639

  ５．営業貸付金 － 2,074,800 2,074,800 － 249,000

  ６．営業出資金 3,588,600 1,357,000 △2,231,600 △62.2 340,000

  ７．その他 95,793 406,797 311,004 324.7 331,553

　８．貸倒引当金 △11,160 △18,446 △7,286 65.3 △13,522

流動資産合計 9,852,386 8,005,527 △1,846,859 △18.7 11,284,163

Ⅱ　固定資産      

　(1)有形固定資産      

　 (ア)賃貸資産      

　　１．リース資産 82,562 122,338 39,775 48.2 61,389

　 (イ)社用資産      

 　 １．建物及び構築
        物

366,685 1,953,613 1,586,927 432.8 1,875,106

 　 ２．機械装置及び
　　　　運搬具

179,903 300,522 120,618 67.0 228,335

 　 ３. 土地 2,125,602 3,084,950 959,347 45.1 3,088,322

　　４．その他 31,725 891,629 859,904 － 68,557

　(2)無形固定資産      

　　１．のれん － 493,508 493,508 － 580,598

　　２．ソフトウェア
　　　　ー

17,419 21,080 3,660 21.0 22,594

　　３．その他 5,271 5,554 283 5.4 5,554

(3)投資その他の資産      

　　１．投資有価証券 2,303,305 3,565,424 1,262,118 54.8 3,430,266

　　２．投資不動産 － 1,800,000 1,800,000 － －

　　３．その他 69,785 119,659 49,874 71.5 149,335

　　４．貸倒引当金 △35,412 △29,070 6,342 △17.9 △34,815

固定資産合計 5,146,848 12,329,209 7,182,361 139.5 9,475,244

資産合計 14,999,234 20,334,736 5,335,501 35.6 20,759,407

㈱Ａ.Ｃホールディングス(1783) 平成 19 年９月期第３四半期財務･業績の概況

－ 5 －



科目

前年同四半期末
（平成18年9月期
第3四半期末）

当四半期末
（平成19年9月期
第3四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成18年9月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

　１．支払手形及び工
　　　事未払金等　　

553,172 433,484 △119,687 △21.6 380,618

　２．未払法人税等 56,872 39,410 △17,461 △30.7 87,465

　３．未払消費税 17,863 9,415 △8,447 △47.3 26,365

　４．賞与引当金 5,060 － △5,060 － 8,381

　５．未成工事受入金 164,485 179,053 14,568 8.9 64,915

　６．その他 128,633 217,879 89,245 69.4 261,178

流動負債合計 926,087 879,242 △46,844 △5.1 828,926

Ⅱ　固定負債      

　１．退職給付引当金 314,770 197,281 △117,488 △37.3 281,718

　２．その他 10,200 272,440 262,240 － 265,955

固定負債合計 324,970 469,721 144,751 44.5 547,673

負債合計 1,251,057 1,348,963 97,906 7.8 1,376,599

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

　１．資本金 1,000,000 3,500,000 2,500,000 250.0 3,500,000

　２．資本剰余金 13,051,943 15,551,943 2,500,000 19.2 15,551,943

　３．利益剰余金 △248,643 274,311 522,955 － 214,787

　４．自己株式 △242 △317,764 △317,522 － △260

株主資本合計 13,803,057 19,008,490 5,205,433 37.7 19,266,470

Ⅱ　評価・換算差額等      

　１．その他有価証券
　　　評価差額金

△54,879 △22,718 32,161 △58.6 △83,662

評価・換算差額等合
計

△54,879 △22,718 32,161 △58.6 △83,662

Ⅲ　新株予約権 － － － － 200,000

純資産合計 13,748,177 18,985,772 5,237,595 38.1 19,382,807

負債、純資産合計 14,999,234 20,334,736 5,335,501 35.6 20,759,407

㈱Ａ.Ｃホールディングス(1783) 平成 19 年９月期第３四半期財務･業績の概況
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成18年9月期
第3四半期）

当四半期
（平成19年9月期
第3四半期）

増減
（参考）前期

（平成18年9月期）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,840,493 3,549,163 708,670 24.9 4,097,526

Ⅱ　売上原価 2,187,769 1,875,112 △312,656 △14.3 2,893,161

売上総利益 652,723 1,674,051 1,021,327 156.5 1,204,364

Ⅲ　販売費及び一般管
　　理費

831,362 1,644,877 813,514 97.9 1,320,649

営業利益又は営業損失
（△）

△178,639 29,173 207,812 － △116,284

Ⅳ　営業外収益 318,789 220,637 △98,151 △30.8 494,066

Ⅴ　営業外費用 432,465 19,513 △412,951 △95.5 612,113

経常利益又は経常損失
（△）

△292,315 230,297 522,613 － △234,331

Ⅵ　特別利益 108,162 57,223 △50,939 △47.1 511,463

Ⅶ　特別損失 30,575 200,109 169,534 554.5 41,067

税金等調整前四半期（当
期）純利益又は純損失
（△）

△214,728 87,411 302,139 － 236,064

法人税、住民税及び
事業税

33,914 21,130 △12,784 △37.7 38,036

法人税等調整額 － 6,756 6,756 － △16,759

四半期（当期）純利益
又は純損失（△）

△248,643 59,524 308,167 － 214,787

㈱Ａ.Ｃホールディングス(1783) 平成 19 年９月期第３四半期財務･業績の概況
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成17年10月１日　至　平成18年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年９月30日　残高（千円） 2,716,675 2,634,332 △2,179,065 △141 3,171,801

第３四半期中の変動額

新株の発行 5,440,000 5,440,000 － － 10,880,000

減資 △7,156,675 7,156,675 － － －

資本剰余金の取崩 － △2,179,065 2,179,065 － －

第３四半期純利益 － － △248,643 － △248,643

自己株式の取得 － － － △100 △100

株主資本以外の項目の第３四半
期中の変動額（純額）

－ － － － －

第３四半期中の変動額合計
（千円）

△1,716,675 10,417,610 1,930,421 △100 10,631,255

平成18年６月30日　残高（千円） 1,000,000 13,051,943 △248,643 △242 13,803,057

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等合
計

平成17年９月30日　残高（千円） 22,912 22,912 3,194,714

第３四半期中の変動額

新株の発行 － － 10,880,000

減資 － － －

資本剰余金の取崩 － － －

第３四半期純利益 － － △248,643

自己株式の取得 － － △100

株主資本以外の項目の第３四半
期中の変動額（純額）

△77,792 △77,792 △77,792

第３四半期中の変動額合計
（千円）

△77,792 △77,792 10,553,462

平成18年６月30日　残高（千円） △54,879 △54,879 13,748,177
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当第３四半期連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日　残高（千円） 3,500,000 15,551,943 214,787 △260 19,266,470

第３四半期中の変動額

第３四半期純利益 － － 59,524 － 59,524

自己株式の取得 － － － △317,504 △317,504

株主資本以外の項目の第３四半
期中の変動額（純額）

－ － － － －

第３四半期中の変動額合計
（千円）

－ － 59,524 △317,504 △257,979

平成19年６月30日　残高（千円） 3,500,000 15,551,943 274,311 △317,764 19,008,490

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等合
計

平成18年９月30日　残高（千円） △83,662 △83,662 200,000 19,382,807

第３四半期中の変動額

第３四半期純利益 － － － 59,524

自己株式の取得 － － － △317,504

株主資本以外の項目の第３四半
期中の変動額（純額）

60,944 60,944 △200,000 △139,055

第３四半期中の変動額合計
（千円）

60,944 60,944 △200,000 △397,035

平成19年６月30日　残高（千円） △22,718 △22,718 － 18,985,772
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(参考）前期（平成18年９月期）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年10月１日　残高（千円） 2,716,675 2,634,332 △2,179,065 △141 3,171,801

連結会計年度中の変動額

新株の発行 7,940,000 7,940,000 － － 15,880,000

減資 △7,156,675 7,156,675 － － －

資本剰余金の取崩（注） － △2,179,065 2,179,065 － －

当期純利益 － － 214,787 － 214,787

自己株式の取得 － － － △118 △118

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

783,324 12,917,610 2,393,853 △118 16,094,668

平成18年９月30日　残高（千円） 3,500,000 15,551,943 214,787 △260 19,266,470

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等合
計

平成17年10月１日　残高（千円） 22,912 22,912 － 3,194,714

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － 15,880,000

減資 － － － －

資本剰余金の取崩（注） － － － －

当期純利益 － － － 214,787

自己株式の取得 － － － △118

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△106,575 △106,575 200,000 93,424

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△106,575 △106,575 200,000 16,188,092

平成18年９月30日　残高（千円） △83,662 △83,662 200,000 19,382,807

（注）平成17年12月の定時株主総会における損失処理であります。 
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当四半期
（平成19年9月期
第3四半期）

（参考）前期
（平成18年9月期）

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

    税金等調整前四半期（当期）純利益・損失（△） 87,411 236,064

    減価償却費 166,291 76,062

    のれん償却額 87,089 －

    退職給付引当金の増加・減少(△)額 △84,437 △15,214

    有形固定資産売却益 △24,589 －

    投資有価証券売却益 △13,687 △86,986

 　 投資有価証券評価損 166,309 －

 　 投資有価証券売却損 29,430 －

　　貸付債権受贈益 － △403,783

 　 資事業組合運用益 △169,660 △421,242

　　株式交付費 － 585,120

 　 売上債権の増加(△)・減少額 75,891 △102,242

 　 未成工事支出金の増加(△)・減少額 △170,053 133,255

 　 営業出資金の増加(△)・減少額 △1,017,000 △340,000

 　 営業貸付金の増加(△)・減少額 △1,825,800 △249,000

 　 その他流動資産の増加(△)・減少額 △852,905 △26,705

 　 その他固定動資産の増加(△)・減少額 △1,801,100 －

    仕入債務の増加・減少(△)額 52,865 60,259

    未成工事受入金の増加・減少(△)額 114,137 △120,874

 　 その他 △72,399 59,686

小計 △5,252,206 △615,598

　　利息及び配当金の受取額 2,913 7,660

　　法人税等の支払額 △56,510 △15,688

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,305,803 △623,626

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

　　連結子会社株式の取得による支出 － △207,401

　  有形固定資産の取得による支出 △1,216,019 △3,431,037

　　有形固定資産の売却による収入 41,316 974

　　投資有価証券の取得による支出 △222,401 △5,715,354

　　投資有価証券の売却による収入 135,796 488,675

　　投資有価証券の払戻しによる収入  － 2,418,657

　　貸付による支出 － △889,500

　　貸付金の回収による収入 27,161 1,033

　　その他 78 64,456

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,234,068 △7,269,496

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

　　株式の発行による収入 － 15,294,879

　　新株予約権の発行による収入 － 193,760

　　新株予約権買取による支出 △200,000 －

　　自己株式の取得による支出 △317,504 △118

財務活動によるキャッシュ・フロー △517,504 15,488,520

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △7,057,376 7,595,397

Ⅴ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 10,000

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 9,613,699 2,008,302

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,556,323 9,613,699
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(5）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成18年9月期第3四半期）

 
ゴルフ・リ
ゾート事業
（千円）

ファイナン
ス事業 
（千円） 

インベスト
メント事業 
（千円） 

建設事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
361,638 73,805 183,952 2,221,097 2,840,493 － 2,840,493

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

388 756 － － 1,145 △1,145 －

計 362,026 74,561 183,952 2,221,097 2,841,638 △1,145 2,840,493

営業費用 300,875 73,176 206,613 2,441,173 3,021,839 △2,707 3,019,132

営業利益又は営業損

失（△）
61,150 1,385 △22,661 △220,075 △180,201 1,561 △178,639

当四半期（平成19年9月期第3四半期）

 

ゴルフ・
リゾート
事業

（千円）

ファイナ
ンス事業 
（千円） 

インベス
トメント
事業 

（千円） 

建設事業
（千円）

リアルエ
ステート
事業

（千円）

ＩＴ事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高          

(1）外部顧客に対

する売上高
1,098,171 153,620 355,128 1,299,451 462,792 180,000 3,549,163 － 3,549,163

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

3,045 13,741 － 223,342 － － 240,130 △240,130 －

計 1,101,216 167,361 355,128 1,522,794 462,792 180,000 3,789,294 △240,130 3,549,163

営業費用 1,248,433 89,755 359,001 1,605,572 384,058 56,719 3,743,540 △223,550 3,519,990

営業利益又は営

業損失（△）
△147,216 77,606 △3,873 △82,777 78,734 123,280 45,753 △16,580 29,173

（参考）前期（平成18年9月期）

 
ゴルフ・リ
ゾート事業
（千円）

ファイナン
ス事業 
（千円） 

インベスト
メント事業 
（千円） 

建設事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
613,000 166,681 460,779 2,857,065 4,097,526 － 4,097,526

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

917 3,326 － － 4,244 △4,244 －

計 613,918 170,007 460,779 2,857,065 4,101,770 △4,244 4,097,526

営業費用 566,313 157,741 366,844 3,129,670 4,220,568 △6,758 4,213,810

営業利益又は営業損

失（△）
47,605 12,266 93,934 △272,605 △118,798 2,514 △116,284
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〔所在地別セグメント情報〕

当四半期（平成19年第3四半期）及び前年同四半期（平成18年第3四半期）

 　　 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。
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