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(百万円未満切捨て)

1. 平成21年3月期第1四半期の連結業績(平成20年4月1日～平成20年6月30日)
(1)連結経営成績(累計) (％表示は対前年同四半期増減率)

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

 

21年3月期第1四半期

百万円

137,733

％

―

百万円

13,415

％

―

百万円

11,450

％

―

百万円

7,197

％

―

20年3月期第1四半期 150,889 4.8 15,662 14.7 14,602 23.8 10,744 35.1

 1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

 

21年3月期第1四半期

円 銭

9.86

円 銭

―

20年3月期第1四半期 14.97 ―

 
(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

 

21年3月期第1四半期

百万円

1,296,239

百万円

218,392

％

16.6

円 銭

295.21

20年3月期 1,293,446 211,780 16.2 285.85

(参考)自己資本　　　　　21年3月期第1四半期　215,169百万円　　　　　20年3月期　208,766百万円
 
 
2. 配当の状況

 1株当たり配当金

(基準日) 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

 

20年3月期

円 銭

―

円 銭

3.00

円 銭

―

円 銭

3.00

円 銭

6.00

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

　21年3月期(予想) ――― 3.00 ― 3.00 6.00

(注)配当予想の当四半期における修正の有無　無
 
 
3. 平成21年3月期の連結業績予想(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

 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

 

第2四半期連結累計期間

百万円

286,000

％

―

百万円　

23,600

％

―

百万円

17,800

％

―

百万円

10,600

％

―

円 銭

14.53

通期 581,000 △6.9 41,500 △5.5 28,700 △12.2 17,000 △10.2 23.32

(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無　有
 
 
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
 
(2)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用　有

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。
 
(3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に
記載されるもの)　

① 会計基準等の改正に伴う変更　　有　

② ①以外の変更　　　　　　　 　 有

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。
 
(4)発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)   　　21年3月期第1四半期　736,995,435株　　　20年3月期         　736,995,435株

② 期末自己株式数　　　　　　　       　　21年3月期第1四半期　　8,138,297株　　　20年3月期　 　    　　6,645,938株

③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 　　21年3月期第1四半期　729,837,798株　　　20年3月期第1四半期　717,623,427株
 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
1.業績予想につきましては、現時点で得られた情報にもとづいて算定しております。従って、実際の業績は業況の変化などにより記載の予想とは
異なる場合があります。
業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。

2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 



【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

当第１四半期のわが国経済は、原油や原材料価格の高騰等により企業収益にかげりが見られる

なか、民間設備投資の増加基調が鈍化するとともに雇用情勢の改善も足踏み状態となったほか、

個人消費にも停滞感が漂うなど景気に減速傾向が見られる状況となりました。

このような状況のもと、当社グループでは各事業にわたり積極的な営業活動を展開いたしまし

たが、前期末に小田急建設㈱が当社の連結範囲から除外されたことなどにより、営業収益は1,377

億３千３百万円と、前年の第１四半期に比べ131億５千５百万円の減少（前年同期比8.7％減）と

なりました。また、営業利益は不動産業の減益に伴い134億１千５百万円と、前年の第１四半期に

比べ22億４千６百万円の減少（前年同期比14.3％減）となったほか、経常利益は114億５千万円と、

前年の第１四半期に比べ31億５千１百万円の減少（前年同期比21.6％減）となりました。四半期

純利益は、前年の第１四半期に固定資産売却益ならびに有価証券売却益を特別利益に計上した反

動から71億９千７百万円と、前年の第１四半期に比べ35億４千６百万円の減少（前年同期比

33.0％減）となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。
 

運  輸  業

運輸業では、昨年３月よりサービスを開始したＩＣカード乗車券ＰＡＳＭＯに係る計上方法

変更の反動により、当社の鉄道事業における収入が減少したものの、バス事業において都市部

を中心に輸送人員が増加したことから増収となりました。また、箱根地区においても、箱根ロー

プウェイ㈱や箱根観光船㈱で輸送人員が堅調に推移し、増収となりました。その結果、営業収

益は441億１千４百万円と、前年の第１四半期に比べ３億５千６百万円増加（前年同期比0.8％

増）いたしました。しかしながら、営業利益につきましてはバス事業における車両更新に伴う

減価償却費の増加、原油価格の高騰による燃料費の増加などの影響により、97億４千７百万円

と、前年の第１四半期に比べ２億６千９百万円の減少（前年同期比2.7％減）となりました。
 

流  通  業

流通業では、百貨店業において町田店が堅調に推移したものの、大規模改装工事を実施して

いる新宿店が減収となったほか、ストア業において前期に金券類の収入計上方法を変更した影

響があったことから減収となりました。その結果、営業収益は639億６千５百万円と、前年の第

１四半期に比べ13億６千２百万円減少（前年同期比2.1％減）いたしました。営業利益につきま

しては、ストア業が堅調に推移したものの、百貨店業における減収に伴い14億７千９百万円と、

前年の第１四半期に比べ１億２千６百万円の減少（前年同期比7.9％減）となりました。
 

不　動　産　業

不動産業では、賃貸業において昨年９月に小田急西新宿ビル㈱が取得したオフィスビルの賃

貸収入が計上されたほか、当社が保有する賃貸施設も堅調に推移いたしました。しかしながら、

分譲業において、当第１四半期に計上される見込みであった販売物件の計上が、一部第２四半

期へずれ込んだことなどにより、営業収益は133億６千８百万円と、前年の第１四半期に比べ33

億３千４百万円減少（前年同期比20.0％減）いたしました。営業利益につきましても、分譲業

における減収に伴い19億３千１百万円と、前年の第１四半期に比べ19億２千９百万円の減少（前

年同期比50.0％減）となりました。
 

そ　の　他　の　事　業

その他の事業では、ホテル業においてハイアットリージェンシー東京の改装工事による客室

の売り止めに伴い減収となったものの、建設業セグメントの廃止により、小田急設備㈱がその

他の事業に移行したことなどにより増収となりました。その結果、営業収益は243億９千７百万

円と、前年の第１四半期に比べ２億２百万円増加（前年同期比0.8％増）いたしました。しかし

ながら、営業利益につきましては、ホテル業における減収などにより、１億８千３百万円と、

前年の第１四半期に比べ５億１千６百万円の減少（前年同期比73.8％減）となりました。



２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 全般の状況

当第１四半期末における総資産は１兆2,962億３千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ

27億９千３百万円増加いたしました。これは、株式相場の上昇に伴い保有する投資有価証券の

評価差額が増加したことなどによるものであります。また、負債の部は１兆778億４千７百万円

となり、未払法人税等の減少などにより、前連結会計年度末と比べ38億１千９百万円減少いた

しました。

純資産の部は、2,183億９千２百万円となり、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加し

たことなどから前連結会計年度末と比べ66億１千２百万円増加いたしました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益120

億９千１百万円に減価償却費や法人税等の支払額などを加減した結果、９億７千６百万円の資

金収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の進捗により148

億６千９百万円の資金支出となったほか、財務活動によるキャッシュ・フローは、設備投資に

必要な資金を借り入れたことなどにより71億３千８百万円の資金収入となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ67億

５千４百万円減少し、130億２千２百万円となりました。
 

３．連結業績予想に関する定性的情報

第２四半期連結累計期間ならびに通期の連結業績予想につきましては、第１四半期までの業績

などを踏まえ平成20年４月30日に公表しました業績予想を変更いたしております。

第２四半期連結累計期間の営業収益は、不動産市況の低迷に伴い不動産業において減収を見込

むことなどから従来の予想より40億円引き下げております。これに伴い、営業利益については10

億円、経常利益については５億円、それぞれ引き下げております。なお、四半期純利益について

は従来の予想を据え置いております。

通期の営業収益につきましても、不動産業を中心に減収を見込むことから従来の予想より20億

円引き下げております。これに伴い、営業利益については10億円、経常利益については５億円そ

れぞれ引き下げております。なお、当期純利益については従来の予想を据え置いております。

詳細につきましては、14ページ「６．その他の情報（参考２）」をご覧ください。

※上記の予想は、現時点で得られた情報にもとづいて算定しております。従って、実際の業績は

業況の変化などにより記載の予想とは異なる場合があります。
 

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①　簡便な会計処理

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

②　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理　

該当事項はありません。　
 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成

19年３月14日　企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成19年３月14日　企業会計基準適用指針第14号）を適用してお

ります。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しておりま

す。



②　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第

13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、

通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しております。　

当該変更に伴う損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。　
 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,439 20,596

受取手形及び売掛金 22,043 23,484

有価証券 10 10

商品及び製品 12,276 11,405

分譲土地建物 45,888 43,311

原材料及び貯蔵品 1,688 1,411

仕掛品 1,689 748

その他 32,010 30,820

貸倒引当金 △202 △246

流動資産合計 131,844 131,541

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 478,834 482,747

機械装置及び運搬具 79,759 81,728

土地 352,788 352,242

建設仮勘定 109,945 108,681

その他 15,075 12,922

有形固定資産合計 1,036,404 1,038,322

無形固定資産   

のれん 8,111 7,810

その他 12,814 12,723

無形固定資産合計 20,925 20,534

投資その他の資産   

投資有価証券 78,882 73,963

その他 29,006 30,482

貸倒引当金 △824 △1,397

投資その他の資産合計 107,064 103,048

固定資産合計 1,164,395 1,161,904

資産合計 1,296,239 1,293,446



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,679 32,105

短期借入金 204,593 187,121

1年以内償還社債 25,000 25,000

未払法人税等 4,563 7,994

前受金 32,224 26,679

賞与引当金 8,735 8,556

商品券等引換引当金 939 1,014

その他の引当金 148 142

その他 79,955 99,955

流動負債合計 384,839 388,570

固定負債   

社債 150,000 150,000

長期借入金 268,942 273,243

鉄道・運輸機構長期未払金 131,463 131,463

退職給付引当金 30,224 30,209

受託工事長期前受金 11,214 9,414

その他 69,437 65,864

固定負債合計 661,283 660,196

特別法上の準備金   

特定都市鉄道整備準備金 31,725 32,900

特別法上の準備金合計 31,725 32,900

負債合計 1,077,847 1,081,666

純資産の部   

株主資本   

資本金 60,359 60,359

資本剰余金 58,801 59,012

利益剰余金 70,049 65,054

自己株式 △4,344 △3,291

株主資本合計 184,865 181,135

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31,058 28,385

土地再評価差額金 △754 △754

評価・換算差額等合計 30,304 27,630

少数株主持分 3,223 3,013

純資産合計 218,392 211,780

負債純資産合計 1,296,239 1,293,446



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業収益 137,733

営業費  

運輸業等営業費及び売上原価 100,629

販売費及び一般管理費 23,688

営業費合計 124,318

営業利益 13,415

営業外収益  

受取利息 11

受取配当金 829

持分法による投資利益 292

雑収入 976

営業外収益合計 2,110

営業外費用  

支払利息 3,618

雑支出 456

営業外費用合計 4,075

経常利益 11,450

特別利益  

固定資産売却益 17

工事負担金等受入額 339

特定都市鉄道整備準備金取崩額 1,175

その他 5

特別利益合計 1,537

特別損失  

固定資産売却損 4

固定資産圧縮損 156

固定資産除却損 591

その他 143

特別損失合計 896

税金等調整前四半期純利益 12,091

法人税、住民税及び事業税 3,899

法人税等調整額 778

法人税等合計 4,678

少数株主利益 216

四半期純利益 7,197



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 12,091

減価償却費 13,999

減損損失 88

のれん償却額 493

賞与引当金の増減額（△は減少） 179

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） △617

商品券等引換引当金の増減額（△は減少） △74

受取利息及び受取配当金 △841

支払利息 3,618

持分法による投資損益（△は益） △292

工事負担金等受入額 △339

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） △1,175

固定資産売却損益（△は益） △12

固定資産除却損 294

固定資産圧縮損 156

たな卸資産評価損 260

売上債権の増減額（△は増加） 1,497

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,921

仕入債務の増減額（△は減少） △3,835

その他 △11,257

小計 9,327

利息及び配当金の受取額 909

利息の支払額 △2,308

法人税等の支払額 △6,951

営業活動によるキャッシュ・フロー 976

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △200

投資有価証券の売却による収入 6

子会社株式の売却による収入 1,670

有形固定資産の取得による支出 △23,515

有形固定資産の売却による収入 47

受託工事前受金の受入による収入 5,138

鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 1,799

その他 183

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,869



（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 15,349

長期借入れによる収入 1,340

長期借入金の返済による支出 △6,118

配当金の支払額 △2,064

自己株式の取得による支出 △1,063

その他 △304

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,138

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,754

現金及び現金同等物の期首残高 19,777

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,022



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。
 

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
運輸業

(百万円)

流通業

(百万円)

不動産業

(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結

(百万円)

　営業収益及び営業利益        

営業収益        

(1) 外部顧客に対する
営業収益

43,166 63,007 11,949 19,610 137,733 － 137,733

(2) セグメント間の
内部営業収益又
は振替高

948 958 1,418 4,786 8,111 (8,111) －

計 44,114 63,965 13,368 24,397 145,845 (8,111) 137,733

営業利益 9,747 1,479 1,931 183 13,341 (△74) 13,415

(注)　１　事業区分の方法
日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分しており

ます。
２　各事業区分の主要な事業内容

運輸業…………鉄道、バス、タクシー、旅客航路、索道等の営業を行っております。
流通業…………百貨店業、ストア業を中心に商品の販売等を行っております。
不動産業………建物の賃貸、土地及び建物の販売等を行っております。
その他の事業…旅行業、ホテル業、レストラン飲食業、広告代理業、鉄道メンテナンス業、自動車整備販売

業、金融・経理代行業、園芸・造園業、ビル管理・メンテナンス業、保険代理業及び介護・
保育業等を行っております。

３　事業区分の変更
事業区分の方法については、従来、「運輸業」、「流通業」、「不動産業」、「建設業」、「その他の事業」

の５区分により分類しておりましたが、「建設業」については、前連結会計年度末に小田急建設㈱、ケンキー工
業㈱を連結の範囲から除外したことに伴い金額が僅少となり重要性が乏しくなったため、当第１四半期連結累計
期間より事業区分を廃止し、従来「建設業」に含めていた子会社を「その他の事業」に含めております。
この結果、従来の方法と比較して、当第１四半期連結累計期間の「その他の事業」の営業収益は365百万円増加

し、営業利益は72百万円減少しております。

 

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社はありません。
 

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

海外売上高がないため記載しておりません。
 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期にかかる財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

科　　目
前年同四半期
(平成20年３月期
第１四半期)

 

営業収益

百万円

150,889

営業費 135,226

営業利益 15,662

営業外収益  

受取利息及び配当金 709

その他 2,050

計 2,760

営業外費用  

支払利息 3,466

その他 353

計 3,820

経常利益 14,602

特別利益 5,290

特別損失 1,458

税金等調整前四半期純利益 18,434

法人税等 7,263

少数株主利益 426

四半期純利益 10,744



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

科　　目
前年同四半期
(平成20年３月期
第１四半期)

 

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

百万円

 

税金等調整前四半期純利益 18,434

減価償却費 13,303

売上債権の増減額(増加：△) 5,445

たな卸資産の増減額(増加：△) △5,433

仕入債務の増減額(減少：△) △947

未成工事受入金の増減額(減少：△) 3,875

法人税等の支払額 △2,009

その他 △9,341

営業活動によるキャッシュ・フロー 23,327

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △25,561

受託工事等前受金の受入による収入 7,296

その他 3,073

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,191

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

借入金・社債の増減額 △10,861

配当金の支払額 △1,675

その他 △212

財務活動によるキャッシュ・フロー　 △12,749

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △4,613

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 29,990

Ⅶ　連結追加に伴う現金及び現金同等物増加額 9

Ⅷ　現金及び現金同等物の四半期末残高 25,386



（３）セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

科　　目
前年同四半期
(平成20年３月期
第１四半期)

 

営業収益

百万円

 

運輸業　 43,757

流通業 65,328

不動産業 16,702

建設業　 14,692

その他の事業　 24,194

計　 164,674

消去 13,784

連結　 150,889

営業利益　  

運輸業 10,016

流通業 1,605

不動産業 3,860

建設業 △368

その他の事業 700

計 15,814

消去 151

連結 15,662

 



６．その他の情報

（参考１）鉄道事業運輸成績（個別）

科　　目
当第１四半期

自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

前第１四半期
自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日

増減率

 

旅客運輸収入

百万円

 

百万円

 

％

 

定期 11,636 11,576 0.5

定期外 17,270 17,417 △0.8

計 28,907 28,994 △0.3

 

輸送人員

千人

 

千人

 

％

 

定期 117,408 117,301 0.1

定期外 70,676 70,118 0.8

計 188,084 187,419 0.4

（参考２）平成21年３月期の連結業績予想（対４月時点比較）

①第２四半期連結累計期間

科　　目 今回予想 平成20年４月時点予想
増減

金額 増減率

 

営業収益

百万円

 

百万円

 

百万円

 

％

 

運輸業 86,900 86,900 ― ―

流通業 129,400 130,400 △1,000 △0.8

不動産業 35,700 39,700 △4,000 △10.1

その他の事業 51,100 51,100 ― ―

計 303,100 308,100 △5,000 △1.6

消去 17,100 18,100 △1,000 △5.5

連結 286,000 290,000 △4,000 △1.4

営業利益     

運輸業 15,400 15,400 ― ―

流通業 2,600 2,600 ― ―

不動産業 5,200 6,200 △1,000 △16.1

その他の事業 100 100 ― ―

計 23,300 24,300 △1,000 △4.1

消去 △300 △300 ― ―

連結 23,600 24,600 △1,000 △4.1

経常利益 17,800 18,300 △500 △2.7

四半期純利益 10,600 10,600 ― ―



②通期

科　　目 今回予想 平成20年４月時点予想
増減

金額 増減率

 

営業収益

百万円

 

百万円

 

百万円

 

％

 

運輸業 171,400 171,400 ― ―

流通業 262,400 263,400 △1,000 △0.4

不動産業 79,600 81,100 △1,500 △1.8

その他の事業 107,600 108,100 △500 △0.5

計 621,000 624,000 △3,000 △0.5

消去 40,000 41,000 △1,000 △2.4

連結 581,000 583,000 △2,000 △0.3

営業利益     

運輸業 23,700 23,700 ― ―

流通業 4,800 4,800 ― ―

不動産業 11,200 12,200 △1,000 △8.2

その他の事業 1,500 1,500 ― ―

計 41,200 42,200 △1,000 △2.4

消去 △300 △300 ― ―

連結 41,500 42,500 △1,000 △2.4

経常利益 28,700 29,200 △500 △1.7

当期純利益 17,000 17,000 ― ―
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