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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 88,645 ― 3,848 ― 3,332 ― 1,722 ―

20年3月期第3四半期 94,212 △9.7 4,512 △20.8 3,830 △26.8 1,692 △34.1

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

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 27.55 ―

20年3月期第3四半期 27.01 ―

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 145,551 26,307 16.5 385.69
20年3月期 147,735 25,900 16.0 376.73

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  23,955百万円 20年3月期  23,599百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
21年3月期 ― 2.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.50 5.00

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 120,700 △3.1 4,390 △9.3 3,170 △17.3 1,450 2.0 23.14

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  無  

(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。  

(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 
・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、第２四半期連結会計期間から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20 
 年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて四半期連結財務諸表を作成しております。 
・平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年４月28日公表の業績予想と変更ありません。なお、上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成した 
 ものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  63,000,000株 20年3月期  63,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  890,559株 20年3月期  356,610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  62,527,000株 20年3月期第3四半期  62,656,327株
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した世界的な金融危機による株式市場の低
迷や円高の進行を受け、輸出関連企業を中心に企業収益が減少し雇用情勢にも悪影響を及ぼすなど、景気
の後退が鮮明となりました。 
このような状況のもと、当社グループ各社は各部門において、経費の節減並びに経営全般の効率化に積

極的に取り組んでまいりました結果、当第３四半期累計期間の売上高は886億４千５百万円（前年同期比
5.9％減）、営業利益は38億４千８百万円（前年同期比14.7％減）、経常利益は33億３千２百万円（前年
同期比13.0％減）、四半期純利益は17億２千２百万円（前年同期比1.8％増）となりました。 
 なお、本文中における前年同期比は参考として記載しております。 
  
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 
  

（一般旅客自動車運送事業） 
 乗合業においては、きめ細かいダイヤ改正を適宜実施するとともに、横浜市営バスや相模鉄道株式会社
からの路線移管などにより利用客数が増加いたしました。また、小田急電鉄株式会社と連携して実施して
いる「バス・鉄道運行情報システム」やＩＣカード「ＰＡＳＭＯ」のサービス対象エリアの拡大を進める
とともに、営業所の一部を自転車駐輪場として整備し自転車からバスへの乗り継ぎを容易にする「サイク
ル＆バスライド」のサービスを拡大するなど、利便性の向上を図りました。 
乗用業においては、景気後退による需要の低迷などにより減収となりましたが、貸切業においては、積

極的な営業活動により稼動が増加し、増収となりました。 
以上の結果、一般旅客自動車運送事業全体の売上高は464億７千７百万円（前年同期比0.4％増）となり

ましたが、燃料費及び減価償却費の負担増などにより、営業利益は11億５千４百万円（前年同期比31.8％
減）となりました。 
  

（不動産事業） 
 分譲業においては、平塚市花水台にて３棟の建売分譲を行うとともに、９月より平塚市めぐみが丘にて
新規分譲を開始いたしました。また、賃貸業においては、４月より厚木市下荻野貸店舗及び６月より町田
市森野貸店舗の賃貸を開始したことにより増収となりました。 
以上の結果、不動産事業全体の売上高は32億８千２百万円（前年同期比13.2％増）、営業利益は13億６

千６百万円（前年同期比14.0％増）となりました。 
  

（自動車販売事業） 
 自動車販売事業においては、６月に開業した「メルセデス・ベンツ厚木サーティファイドカーセンタ
ー」による中古車販売が堅調に推移いたしましたが、景気後退により法人需要が大きく落ち込んだことな
どにより、トラックなどの商用車を中心とした新車販売が大幅に減少いたしました。 
以上の結果、自動車販売事業全体の売上高は173億９千８百万円（前年同期比20.4％減）、営業損失は

１千１百万円(前年同期は営業利益２億８千１百万円)となりました。 
  

（レジャー・スポーツ事業） 
 遊技場業においては、スクランブル田谷店の売上高が引き続き堅調に推移いたしましたが、スクランブ
ル厚木店を３月に閉店したことにより減収となりました。また、ゴルフ場業、スポーツ施設業、温浴業に
おいては、景気後退による個人消費の低迷により、各施設において利用客数が減少いたしました。 
以上の結果、レジャー・スポーツ事業全体の売上高は79億８千１百万円（前年同期比10.7％減）、営業

利益は３億１千９百万円（前年同期比31.8％減）となりました。 
  

（流通事業） 
 流通事業においては、軽油等燃料販売単価が引き続き高値で推移し、石油製品の売上高が増加いたしま
した。また、平成19年９月に不採算部門であったストア業の営業を終了したことにより売上高は減少した
ものの、収支の改善が図られました。 
以上の結果、流通事業全体の売上高は92億３千９百万円（前年同期比5.7％減）、営業利益は２億５千

５百万円（前年同期比13.9％増）となりました。 

  

【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
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（その他の事業） 
 その他の事業においては、総合ビルメンテナンス業における受注やリサイクル業における取扱量が堅調
に推移したものの、レンタル業において映画や音楽のヒット作が少なかったことや、クリーニング業にお
いて不採算店舗を順次閉店したことなどにより減収となりました。しかしながら、各事業における経費の
節減やクリーニング業の不採算店舗閉店などにより収支の改善が図られました。 
以上の結果、その他の事業全体の売上高は143億１千８百万円（前年同期比0.6％減）となりましたが、

営業利益は９億３百万円（前年同期比7.3％増）となりました。 
  
  

① 財政状態の変動状況 
総資産は、リース会計基準を早期適用し、リース資産30億２千３百万円を計上しましたが、自動車販

売事業において受取手形及び売掛金が減少したことなどにより、前期末に比べ21億８千３百万円減少
（前期末比1.5％減）し、1,455億５千１百万円となりました。 
負債は、リース債務32億６千４百万円を計上しましたが、借入金の返済や社債の償還が進んだことな

どにより、前期末に比べ25億９千１百万円減少（前期末比2.1％減）し、1,192億４千３百万円となりま
した。また、純資産は、利益剰余金の増加などにより、前期末に比べ４億７百万円増加（前期末比
1.6％増）し、263億７百万円となりました。 
  

② キャッシュ・フローの状況 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益30億５千２百万円に減価償却費64

億４千万円などを加減した結果、資金収入は77億２千９百万円（前期比48.0％増）となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が42億４千９百万円ありました

が、固定資産の売却や貸付金の回収による収入により、資金支出は41億２千２百万円（前期比27.7％
減）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や社債の償還などにより、資金支出は45億４千
９百万円（前期は２億９千２百万円の資金収入）となりました。 
 これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は、31億５千６百万円（前期末比27.7％
減）となりました。 

  
  

通期の見通しにつきましては、売上高については、乗用業ならびに自動車販売事業は、引き続き景気低
迷などによる影響を受けて減収を見込んでおりますが、乗合業、遊技場業、流通事業は、今後も堅調に推
移するものと見込んでおります。営業費用については、燃料価格の動向が落ち着きつつありますが、景気
動向など依然先行き不透明な状況にあることなどから、通期の連結業績予想につきましては、現時点にお
いて平成20年４月28日発表の数値から修正しておりません。 
  

  

２. 連結財政状態に関する定性的情報

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。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準 
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、
第２四半期連結会計期間から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改
正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きによ
り、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
② リース取引に関する会計基準 

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、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。 
これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はございません。 

  
③ 棚卸資産の評価に関する会計基準 

通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価方法については、従来、主として原価法によってお
りましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第
９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として原価法（貸借対照表価額については
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 
これにより、当期首時点で保有していたたな卸資産に係る簿価切下げ額118百万円を特別損失とし

て計上し、また、当第３四半期連結会計期間末時点で保有しているたな卸資産に係る簿価切下げ額
４百万円を売上原価として計上しているため、税金等調整前四半期純利益は123百万円減少しており
ます。 

  
④ 有形固定資産（機械装置）の耐用年数の変更 

有形固定資産のうち機械装置について、平成20年度の法人税法の改正を契機として、耐用年数の
見直しを行い、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づいた耐用年数に変更してお
ります。 
これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。 

  
  

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)

(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 3,406 4,348

受取手形及び売掛金 6,264 7,324

商品及び製品 4,233 4,548

仕掛品 16 13

原材料及び貯蔵品 517 445

その他 3,636 4,255

貸倒引当金 △113 △183

流動資産合計 17,960 20,753

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 72,270 71,396

車両運搬具 34,229 32,738

土地 57,804 57,804

その他 14,538 11,092

減価償却累計額 △69,376 △65,050

有形固定資産合計 109,467 107,980

無形固定資産 724 796

投資その他の資産   

投資有価証券 13,339 14,110

その他 4,183 4,211

貸倒引当金 △123 △116

投資その他の資産合計 17,399 18,205

固定資産合計 127,591 126,981

資産合計 145,551 147,735

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,939 7,781

短期借入金 29,577 32,028

未払法人税等 362 332

賞与引当金 1,055 1,992

その他 15,710 13,698

流動負債合計 52,646 55,833

固定負債   

社債 7,059 8,764

長期借入金 34,038 32,796

退職給付引当金 8,585 9,169

役員退職慰労引当金 121 239

負ののれん 52 69

その他 16,740 14,963

固定負債合計 66,597 66,001

負債合計 119,243 121,835
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,160 3,160

資本剰余金 693 694

利益剰余金 18,673 17,264

自己株式 △500 △213

株主資本合計 22,027 20,905

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,913 2,511

繰延ヘッジ損益 14 183

評価・換算差額等合計 1,927 2,694

少数株主持分 2,352 2,300

純資産合計 26,307 25,900

負債純資産合計 145,551 147,735
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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) 

売上高  

一般旅客自動車運送事業営業収益 46,288

不動産事業売上高 3,275

その他の事業売上高 39,082

売上高合計 88,645

売上原価  

一般旅客自動車運送事業運送費 40,756

不動産事業売上原価 1,382

その他の事業売上原価 30,062

売上原価合計 72,201

売上総利益 16,444

販売費及び一般管理費  

販売費 8,418

一般管理費 4,177

販売費及び一般管理費合計 12,595

営業利益 3,848

営業外収益  

受取配当金 176

その他 334

営業外収益合計 510

営業外費用  

支払利息 952

その他 73

営業外費用合計 1,026

経常利益 3,332

特別利益  

補助金収入 57

貸倒引当金戻入額 73

その他 9

特別利益合計 140

特別損失  

固定資産除却損 194

たな卸資産評価損 118

その他 106

特別損失合計 420

税金等調整前四半期純利益 3,052

法人税、住民税及び事業税 580

法人税等調整額 676

法人税等合計 1,256

少数株主利益 73

四半期純利益 1,722
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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 3,052

減価償却費 6,440

負ののれん償却額 △16

退職給付引当金の増減額（△は減少） △584

賞与引当金の増減額（△は減少） △937

貸倒引当金の増減額（△は減少） △62

受取利息及び受取配当金 △196

支払利息 952

固定資産圧縮損 54

固定資産除売却損益（△は益） 148

売上債権の増減額（△は増加） 1,060

たな卸資産の増減額（△は増加） 264

仕入債務の増減額（△は減少） △1,453

未払消費税等の増減額（△は減少） 231

預り保証金の増減額（△は減少） △92

その他 50

小計 8,912

利息及び配当金の受取額 194

利息の支払額 △863

法人税等の支払額 △513

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,729

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △147

定期預金の払戻による収入 147

固定資産の取得による支出 △4,249

固定資産の売却による収入 203

投資有価証券の取得による支出 △227

投資有価証券の売却による収入 0

貸付けによる支出 △377

貸付金の回収による収入 529

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,122

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） 905

リース債務の返済による支出 △1,152

長期借入れによる収入 6,260

長期借入金の返済による支出 △8,374

社債の償還による支出 △1,585

自己株式の売却による収入 6

自己株式の取得による支出 △293

配当金の支払額 △311

少数株主への配当金の支払額 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △942

現金及び現金同等物の期首残高 4,099

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,156
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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、第２四半期連

結会計期間から、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財

務諸表規則に基づいて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） 
 

  

  

当第３四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末と比較して286百万円増

加し、500百万円となっております。これは主に、平成20年10月28日開催の取締役会の決議に基づき、

東京証券取引所における市場買付により、当社普通株式500,000株を総額270百万円にて取得したためで

あります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 事業の種類別セグメント情報

一般旅客 

自動車 

運送事業 

(百万円)

不動産 

事業 

(百万円)

自動車 

販売事業 

(百万円)

レジャー・

スポーツ 

事業 

(百万円)

流通事業 

(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)

売上高

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高
46,288 3,275 15,310 7,943 3,362 12,465 88,645 ― 88,645

 (2) セグメント間 

   の内部売上高 

   又は振替高
189 7 2,087 37 5,876 1,852 10,050 (10,050) ―

計 46,477 3,282 17,398 7,981 9,239 14,318 98,696 (10,050) 88,645

営業利益 

又は営業損失(△)
1,154 1,366 △11 319 255 903 3,988 (   139) 3,848

(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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【参考】

(1) （要約）四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

期 別

科 目

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)

金  額

Ⅰ 売上高

 １．一般旅客自動車運送事業営業収益 46,097

 ２．不動産事業営業収益 2,889

 ３．その他の事業営業収益 45,225

   売上高合計 94,212

Ⅱ 売上原価

 １．一般旅客自動車運送事業運送費 40,226

 ２．不動産事業売上原価 1,186

 ３．その他の事業売上原価 34,745

   売上原価合計 76,158

   売上総利益 18,054

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １．販売費 9,452

 ２．一般管理費 4,088

   販売費及び一般管理費合計 13,541

   営業利益 4,512

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息 36

 ２．受取配当金 173

 ３．総合福祉団体定期保険金 34

 ４．負ののれん償却額 12

 ５．レバレッジドリース投資利益 15

 ６．その他 177

   営業外収益合計 448

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 982

 ２．その他 148

   営業外費用合計 1,131

   経常利益 3,830

Ⅵ 特別利益

 １．固定資産売却益 11

 ２．補助金 108

 ３．その他 10

   特別利益合計 130

Ⅶ 特別損失

 １．固定資産売却損 40

 ２．固定資産除却損 395

 ３．固定資産圧縮損 104

 ４．その他 125

   特別損失合計 666

   税金等調整前四半期純利益 3,294

   法人税、住民税及び事業税 547

   法人税等調整額 937

   少数株主利益（控除） 117

   四半期純利益 1,692
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

期 別

科 目

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)

金  額

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純利益 3,294

 減価償却費 5,053

 負ののれん償却額 △ 12

 退職給付引当金の増減額 △ 968

 賞与引当金の増減額 △ 888

 貸倒引当金の増減額 △ 41

 受取利息及び受取配当金 △ 209

 支払利息 982

 持分法による投資損益 9

 固定資産売却益 △ 11

 固定資産除売却損 381

 売上債権の増減額 518

 たな卸資産の増減額 △ 774

 仕入債務の増減額 △ 1,284

 未払消費税等の増減額 △ 199

 預り保証金の増減額 △ 414

 その他 1,148

 小計 6,584

 利息及び配当金の受取額 208

 利息の支払額 △ 880

 法人税等の支払額 △ 689

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,222

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 定期預金の預入による支出 △ 140

 定期預金の払戻による収入 140

 固定資産の取得による支出 △ 6,711

 固定資産の売却による収入 776

 貸付けによる支出 △ 287

 貸付金の回収による収入 666

 その他 △ 150

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 5,705

Ⅲ 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 4,844

  長期借入れによる収入 1,570

 長期借入金の返済による支出 △ 7,421

  社債の発行による収入 2,791

 社債の償還による支出 △ 1,167

 自己株式の売却による収入 4

 自己株式の取得による支出 △ 14

 親会社による配当金の支払額 △ 311

 少数株主への配当金の支払額 △ 3

 財務活動によるキャッシュ・フロー 292

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △ 190

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 4,553

Ⅵ 現金及び現金同等物四半期末残高 4,363
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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） 
 

  

(3) 事業の種類別セグメント情報

一般旅客 

自動車 

運送事業 

(百万円)

不動産 

事業 

(百万円)

自動車 

販売事業 

(百万円)

レジャー・

スポーツ 

事業 

(百万円)

流通事業 

(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)

売上高

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高
46,097 2,889 19,395 8,902 4,582 12,343 94,212 ― 94,212

 (2) セグメント間 

   の内部売上高 

   又は振替高
178 11 2,453 36 5,218 2,063 9,962 (9,962) ―

計 46,276 2,900 21,849 8,938 9,801 14,407 104,175 (9,962) 94,212

営業費用 44,584 1,701 21,568 8,471 9,577 13,565 99,468 (9,769) 89,699

営業利益 1,691 1,199 281 467 224 841 4,706 (  193) 4,512
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