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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 36,606 ― 3,547 ― 3,867 ― 2,019 ―

20年3月期第3四半期 49,667 1.3 13,113 △2.2 13,523 △1.9 7,987 23.2

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

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 70.61 ―

20年3月期第3四半期 279.30 ―

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

21年3月期第3四半期 92,333 60,413 65.4 2,112.36
20年3月期 121,256 63,114 52.1 2,206.80

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  60,413百万円 20年3月期  63,114百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 50.00 ― 60.00 110.00
21年3月期 ― 60.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 60.00 120.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 57,000 △19.6 9,500 △49.5 10,000 △48.4 5,600 △51.3 195.80

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、５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） 

[(注)詳細は、５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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 その他業績予想に関する事項については、４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」をご覧ください。 
 また、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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  28,600,000株 20年3月期  28,600,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  173株 20年3月期  156株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  28,599,834株 20年3月期第3四半期  28,599,854株
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当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31日)におけるわが国経済は、米国に端

を発して欧州等に波及した世界的な金融危機の深刻化や急速な景気悪化等により、企業収益が大幅に減

少するとともに設備投資は減少し、雇用情勢の急速な悪化から個人消費も弱い動きとなるなど、急速に

厳しさを増しました。 

このような経済環境に加え、当不動産流通業界における中古住宅の取引は、わが国金融機関の不動産

融資に対する慎重な姿勢、購入者の手控え等により、法人取引や高額物件の取引等が大幅に減少したう

え、上期は比較的堅調だったマンションの取引も、10月以降は弱含みで推移するなど、非常に厳しい状

況となりました。 

このような経済・業界環境の下、当第３四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は

36,606百万円(前年同期比26.3％減)、営業利益は3,547百万円(同72.9％減)、経常利益は3,867百万円

(同71.4％減)、四半期純利益は2,019百万円(同74.7％減)となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

(セグメント別の概況) 

事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

  

〔仲介業務〕 

仲介業務におきましては、中古住宅取引の環境が厳しさを増す中、リテール部門、ホールセール部門

とも減収を余儀なくされ、取扱件数は20,703件(前年同期比5.0％減)、取扱高は612,322百万円(同

25.3％減)、営業収益は29,340百万円(同23.9％減)、広告費等の経費節減に努力いたしましたが、営業

利益は5,380百万円(同59.5％減)の計上となりました。 

なお、当第３四半期連結累計期間における仲介店舗の新規出店は、首都圏に「方南町」、「等々

力」、「勝どき」、「鶴川」の４店舗を、愛知県に「刈谷」の計５店舗を出店しております。 

  

(単位：百万円) 

 
  

【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

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 49,667 36,606 △13,060 △26.3％

営業利益 13,113 3,547 △9,565 △72.9％

経常利益 13,523 3,867 △9,656 △71.4％

四半期純利益 7,987 2,019 △5,968 △74.7％

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 21,804 20,703 △1,101 △5.0％

取扱高 819,566 612,322 △207,243 △25.3％

営業収益 38,564 29,340 △9,224 △23.9％

営業利益 13,280 5,380 △7,899 △59.5％
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〔受託販売業務〕 

受託販売業務におきましては、新築マンションの供給戸数が、大幅に前第３四半期連結累計期間を下

回るなど市場環境が悪化する中、当社グループにおいては大型物件の引渡が前第３四半期連結累計期間

に比べて大きく減少したため、取扱件数は2,261件(前年同期比46.3％減)、取扱高は81,287百万円(同

56.2％減)、営業収益は2,432百万円(同49.6％減)、営業損失は54百万円(同1,304百万円減)の計上とな

りました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔賃貸業務〕 

賃貸業務におきましては、東京都心部のオフィスビル市場では空室率が上昇傾向で推移する中、営業

収益は1,916百万円(前年同期比3.8％減)、営業利益は1,067百万円(同6.0％減)の計上となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔不動産販売業務〕 

不動産販売業務におきましては、不動産投資を含む市場全般が低迷する中、国内連結子会社の不動産

販売事業により、営業収益は2,826百万円(前年同期比30.7％減)、営業損失は55百万円(同226百万円減)

の計上となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔その他の業務〕 

その他の業務におきましては、住宅ローンに係る事務代行業務等により、営業収益は332百万円(前年

同期比31.1％減)、営業利益は88百万円(同46.6％減)の計上となりました。 

  

「連結経営成績に関する定性的情報」における前第３四半期連結累計期間の金額、前年同期増減額及

び増減率につきましては、参考として記載しております。 

  

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 4,211 2,261 △1,950 △46.3％

取扱高 185,666 81,287 △104,378 △56.2％

営業収益 4,826 2,432 △2,393 △49.6％

営業利益(△損失) 1,250 △54 △1,304 ―

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 1,992 1,916 △75 △3.8％

営業利益 1,135 1,067 △68 △6.0％

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 4,081 2,826 △1,254 △30.7％

営業利益(△損失) 171 △55 △226 ―
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当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて28,923百万円減少し、

92,333百万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少により流動資産が減少したことによるも

のであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて26,222百万円減少し、31,919百万円となりました。これは、主に

預り金及び未払法人税等の減少により流動負債が減少したことによるものであります。 

純資産は、利益剰余金及び為替換算調整勘定の減少等により、前連結会計年度末に比べて2,701百万

円減少し、60,413百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて13.3ポ

イント上昇し、65.4％となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の35,785百万

円から25,573百万円減少(71.5％減)し、10,211百万円となりました。 

  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

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3,566百万円を計上いたしました

が、預り金の増減額△27,753百万円、法人税等の支払額△5,170百万円等により、30,405百万円の支出

となりました。 

なお、預り金は、受託販売業務において物件購入者が支払う分譲代金を、デベロッパー等に代わって

当社が受領するものであり、後にデベロッパー等に送金いたします。この預り金は、特に新築物件の竣

工・引渡が増加する第４四半期に残高が増加するという季節的変動があり、当社の営業活動によるキャ

ッシュ・フローに大きな影響を及ぼします。この預り金の増減額を除いた営業活動によるキャッシュ・

フローは、2,651百万円の支出であります。 

  

〔投資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・フローは、仲介店舗の新設、移転・改装等に伴う有形固定資産の取得に

よる支出等がありましたが、短期貸付金の回収等により、670百万円の収入となりました。 

  

〔財務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・フローは、配当金の支払い等がありましたが、短期借入金の借入れによ

り、4,352百万円の収入となりました。 

  

厳しい経済・業界環境が続いておりますが、現時点においては、平成20年11月５日の決算発表時の業

績予想を変更いたしません。 

  

２. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前期比

増減 増減率

総資産 121,256 92,333 △28,923 △23.9％

負債 58,142 31,919 △26,222 △45.1％

純資産 63,114 60,413 △2,701 △4.3％

自己資本比率(％) 52.1 65.4 13.3 ―

(2) キャッシュ・フローの状況

３. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

 ① たな卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

 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。 

  

 ② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低

下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益が253百万円減少してお

ります。 

 なお、セグメント情報に与える影響はありません。 

  

 ③ 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３

月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員

会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連

結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リー

ス資産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算出

する方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 この適用による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であり、セグメント情報に与える影響は

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)

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 10,208 35,782

営業未収入金 445 682

有価証券 2 3

販売用不動産 3,411 4,309

仕掛販売用不動産 210 448

未成業務支出金 2,153 1,471

未収還付法人税等 668 －

その他 5,465 8,073

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 22,564 50,767

固定資産   

有形固定資産   

建物 19,959 19,877

減価償却累計額 △9,839 △9,475

建物（純額） 10,119 10,401

土地 45,061 45,099

その他 1,733 1,705

減価償却累計額 △1,351 △1,322

その他（純額） 382 382

有形固定資産合計 55,563 55,883

無形固定資産 486 594

投資その他の資産   

破産更生債権等 11,277 11,439

その他 7,455 7,602

貸倒引当金 △5,016 △5,030

投資その他の資産合計 13,717 14,010

固定資産合計 69,768 70,489

資産合計 92,333 121,256
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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   

営業未払金 132 241

短期借入金 17,650 9,650

未払法人税等 － 4,026

賞与引当金 452 2,191

預り金 6,613 34,367

その他 2,348 2,571

流動負債合計 27,197 53,049

固定負債   

長期借入金 － 250

退職給付引当金 2,835 2,719

役員退職慰労引当金 202 229

その他 1,685 1,894

固定負債合計 4,722 5,093

負債合計 31,919 58,142

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,970 2,970

資本剰余金 3,543 3,543

利益剰余金 58,445 59,858

自己株式 △1 △1

株主資本合計 64,957 66,370

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △114 △121

繰延ヘッジ損益 △271 218

為替換算調整勘定 △4,158 △3,353

評価・換算差額等合計 △4,544 △3,256

純資産合計 60,413 63,114

負債純資産合計 92,333 121,256
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益 36,606

営業原価 29,583

売上総利益 7,022

販売費及び一般管理費  

給料及び賞与 954

賞与引当金繰入額 0

退職給付費用 15

役員退職慰労引当金繰入額 22

貸倒引当金繰入額 8

その他 2,473

販売費及び一般管理費合計 3,474

営業利益 3,547

営業外収益  

受取利息 178

為替差益 202

その他 89

営業外収益合計 470

営業外費用  

支払利息 129

その他 20

営業外費用合計 150

経常利益 3,867

特別損失  

固定資産売却損 1

固定資産除却損 10

たな卸資産評価損 253

投資有価証券評価損 35

特別損失合計 300

税金等調整前四半期純利益 3,566

法人税、住民税及び事業税 568

法人税等調整額 978

法人税等合計 1,547

四半期純利益 2,019
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 3,566

減価償却費 650

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,738

退職給付引当金の増減額（△は減少） 115

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27

受取利息及び受取配当金 △214

為替差損益（△は益） △202

支払利息 129

固定資産売却損益（△は益） 1

固定資産除却損 10

たな卸資産評価損 253

投資有価証券評価損益（△は益） 35

売上債権の増減額（△は増加） 233

たな卸資産の増減額（△は増加） 200

仕入債務の増減額（△は減少） △107

預り金の増減額（△は減少） △27,753

破産更生債権等の増減額（△は増加） 161

その他 △614

小計 △25,314

利息及び配当金の受取額 195

利息の支払額 △116

法人税等の支払額 △5,170

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,405

投資活動によるキャッシュ・フロー  

短期貸付金の増減額（△は増加） 518

有形固定資産の取得による支出 △314

有形固定資産の売却による収入 66

無形固定資産の取得による支出 △59

その他 459

投資活動によるキャッシュ・フロー 670

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） 8,000

長期借入金の返済による支出 △250

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △3,396

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,352

現金及び現金同等物に係る換算差額 △191

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,573

現金及び現金同等物の期首残高 35,785

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,211
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) １．事業区分の方法 

   当社グループの事業内容を勘案して区分しております。 

２．各事業区分の主な内容は次のとおりです。 

   仲介    ：不動産の仲介 

   受託販売  ：不動産の受託販売 

   賃貸    ：不動産の賃貸 

   不動産販売 ：不動産の売買 

   その他   ：住宅ローンに係る事務代行等 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

全セグメントの営業収益の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

海外営業収益は連結営業収益の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

仲介 
(百万円)

受託販売
(百万円)

賃貸
(百万円)

不動産
販売 

(百万円)

その他
(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

 (1) 外部顧客に対する 
      営業収益

29,252 2,356 1,837 2,826 332 36,606 ― 36,606

 (2) セグメント間の内部 
      営業収益又は振替高

87 76 79 ― ― 243 (243) ―

計 29,340 2,432 1,916 2,826 332 36,849 (243) 36,606

 営業費用 23,959 2,486 848 2,882 243 30,422 2,636 33,058

 営業利益(△損失) 5,380 △54 1,067 △55 88 6,427 (2,879) 3,547

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外営業収益〕

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) (要約)四半期連結損益計算書 

                   (単位：百万円) 

 
  

(2) 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20年３月期第３四半期) 

                                                                                          (単位：百万円) 

 
  

【参考】

科目

前年同四半期
(平成20年３月期
第３四半期)

金額

Ⅰ 営業収益 49,667

Ⅱ 営業原価 33,022

  売上総利益 16,644

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,530

  営業利益 13,113

Ⅳ 営業外収益 610

Ⅴ 営業外費用 200

  経常利益 13,523

Ⅵ 特別利益 32

Ⅶ 特別損失 39

  税金等調整前四半期純利益 13,516

  税金費用 5,528

  四半期純利益 7,987

仲介 受託販売 賃貸
不動産
販売

その他 計
消去 

又は全社
連結

 営業収益 38,564 4,826 1,992 4,081 483 49,947 (280) 49,667

 営業費用 25,284 3,576 856 3,909 316 33,943 2,610 36,553

 営業利益 13,280 1,250 1,135 171 166 16,004 (2,890) 13,113
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(1) 生産、受注及び販売の状況 

当社グループの主たる事業は、仲介業務、受託販売業務という不動産流通事業であり、役務の提供を

主体とする事業の性格上、生産、受注及び販売の実績を区分して把握することは困難であります。 

したがって、当第３四半期連結累計期間における事業の種類別セグメント毎の営業収益を示すと、次

のとおりであります。 

なお、前第３四半期連結累計期間の金額及び前年同期比につきましては、参考として記載しておりま

す。 
                                        (単位：百万円) 

   
   (注)１．営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。 

   ２．仲介業務の概要は、次のとおりであります。 

      (1) 取扱件数 

                                          (単位：件) 

 
  
      (2) 取扱高 

                                        (単位：百万円) 

 
  
      (3) 営業収益 

                                        (単位：百万円) 

   
   ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６． その他の情報

事業の種類別 
セグメントの名称

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

前年同期比

仲介業務 38,564 29,340 △23.9％

受託販売業務 4,826 2,432 △49.6％

賃貸業務 1,992 1,916 △3.8％

不動産販売業務 4,081 2,826 △30.7％

その他の業務 483 332 △31.1％

  小計 49,947 36,849 △26.2％

消去又は全社 △280 △243 ―

  合計 49,667 36,606 △26.3％

区分
前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

前年同期比

首都圏 10,825 9,447 △12.7％

関西圏 7,301 7,476 ＋2.4％

その他 3,678 3,780 ＋2.8％

  合計 21,804 20,703 △5.0％

区分
前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

前年同期比

首都圏 551,849 359,759 △34.8％

関西圏 174,137 166,292 △4.5％

その他 93,578 86,270 △7.8％

  合計 819,566 612,322 △25.3％

区分
前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日)

前年同期比

首都圏 25,270 17,160 △32.1％

関西圏 8,500 7,805 △8.2％

その他 4,792 4,374 △8.7％

  合計 38,564 29,340 △23.9％
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