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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 34,270 ― △43 ― 17 ― △653 ―
20年3月期第3四半期 34,193 △2.8 1,032 △46.8 1,205 △42.6 89 △89.9

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 △29.12 ―
20年3月期第3四半期 3.99 ―

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 42,661 21,714 49.9 948.74
20年3月期 42,019 22,705 52.9 991.26

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  21,273百万円 20年3月期  22,235百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 12.00

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  有   

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 45,506 0.8 △197 ― △134 ― △653 ― △29.12

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  

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） 

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） 

※本資料に記載されている業績見直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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については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覧ください。 
2.当連結会計年度から「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。なお、四半期連結財務諸表は、「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」（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
規則を適用しています。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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  22,610,359株 20年3月期  22,610,359株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  186,874株 20年3月期  178,884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  22,427,840株 20年3月期第3四半期  22,436,809株



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3四半期累計期間におけるわが国経済は景気後退感が一層強まりました。米国経済の減速や国際金融不安等の影

響を受け、また急速に進行した円高により輸出が低迷し、国内大手の輸出産業において、軒並み業績の下方修正が続

いております。国民消費面においても、所得の伸び悩みと将来に対する景気不透明感を背景に、個人消費は減少傾向

にあります。

  外食産業におきましても、国内外の経済環境の悪化およびその報道等による影響も大きく、個人消費が縮小し、更

に業界内部における競争激化に伴い、厳しい環境が続いております。

　このような状況の中でレストラン事業におきましては、新たなメニュー開発を進めるとともに、既存店の業績回復

を柱に、好立地に絞り込んだ新規出店、業績不振店舗の業態変更を推進いたしました。その結果26店舗（前年同四半

期24店舗）新規出店を行い、それに対し16店舗（前年同四半期9店舗）退店いたしました。これにより当連結第3四半

期会計期間末における店舗数は42都道府県に589店舗（別にケータリング3事業所）となりました。（対前年同四半期

　41都道府県に582店舗（別にケータリング3事業所））総店舗数の純増により増収になりましたが、原材料及び人件

費等の増大等により大幅減益となりました。

　外商事業におきましては、関西国際空港における機内食事業が、長距離路線の減便等による食数の減少及び㈱アサ

ヒケータリングの冷凍機内食や介護食を含む業務用冷凍食品製造工業を新規に立ち上げたことによる開業費負担によ

り減収減益となりました。

　受託販売事業におきましては、個人消費等の落ち込みから減収減益となりました。

　不動産賃貸部門におきましては、大阪木津市場㈱の地方卸売市場再開発事業の影響により減収減益となりました。

　運輸事業におきましては、水間鉄道㈱の売上高は減収でありましたが、前連結会計年度末に乗合バス部門の減損処

理を行ったこと及びバス路線の不採算路線の見直し等により増益となりました。

　水産物卸売事業におきましては、当第3四半期連結会計期間から新しいセグメントとして加わりました。これは当社

子会社大阪木津市場㈱内の水産部門唯一の卸売（荷受）業者である大阪木津魚市場㈱であり、業績は売上高8億28百万

円となりました。

　この結果、当第3四半期の連結業績は売上高342億70百万円（前年同期比0.2％増）となりました。

　売上原価につきましては、原価率が59.05％（前年同期は56.67％）と2.38ポイントの増加となりました。これは原

材料費のロス管理を徹底し、効率の良いメニュー開発やオペレーションの改善に努めましたが、それ以上に原材料費

の高騰が進んだ結果です。

　販売費及び一般管理費につきましては、販売費及び一般管理費率が41.07％（前年同期は40.31％）と0.76ポイント

の増加となりました。これは主に人件費率が増加した結果です。

　以上の結果、営業損失43百万円（前年同期は営業利益10億32百万円）、経常利益17百万円（前年同期は経常利益12

億5百万円）、四半期純損失6億53百万円（前年同期は四半期純利益89百万円）となりました。

（注）前年同期につきましては、参考情報として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第3四半期会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ6億41百万円増加し、426億61百万円となりまし

た。

　また、当第3四半期会計期間末の純資産は217億14百万円となり、四半期純損失6億53百万円の計上による減少、配当

金支払いによる減少2億69百万円等により前連結会計年度に比べて9億91百万円減少いたしました。この結果、自己資

本比率は前連結会計年度末の52.9％から49.9％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第3四半期連結累計期間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べ1億37

百万円減少し、32億75百万円となりました。

　当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが4億43百万円の獲

得、投資活動によるキャッシュ・フローが21億17百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが15億36百万円

の収入となりました。

（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損失は4億99百万円、減価償却費9億47百万円、減損損失3億96百万円を計上いたしました。ま

た売上債権が1億37百万円増加し、仕入債務が2億4百万円増加したこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　新店・改装に伴う店舗設備及び、大阪木津市場㈱の卸売市場再開発等による有形固定資産の取得による支出を22億

97百万円したこと等によるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　短期借入れによる収入30億円及び短期借入金の返済27億円、長期借入れによる収入41億円及び長期借入金の返済に

よる支出25億71百万円と配当金の支払額2億36百万円等を反映したものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年3月期の業績は、売上高455億6百万円、営業損失1億97百万円、経常損失1億34百万円、当期純損失6億53百

万円の見通しであり、平成20年11月13日に公表しました通期の連結業績予想を修正しています。

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

（経過勘定項目の算定方法）

連結財務諸表等の作成に際しては、投資者等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で一部簡便な方法を採

用しております。

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度以降に経営環境等に著しい変化が生じておらず、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末に検討において使用した

将来の業績予測やタックス・プランニングを利用しております。

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 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　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の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として月別移動平均法による原価法によっており

ましたが、当第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、主として月別移動平均法による原価法（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）により算定しております。これによる損益に与える影響はありません。
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

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 3,275,747 3,412,828

預け金 1,287,722 1,308,867

売掛金 1,357,783 1,107,021

商品及び製品 70,019 42,701

原材料及び貯蔵品 317,180 184,539

販売用不動産 18,728 18,728

短期貸付金 2,803 1,363

繰延税金資産 121,716 199,886

その他 924,234 870,028

貸倒引当金 △27,323 △11,634

流動資産合計 7,348,614 7,134,332

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 24,148,654 24,357,795

減価償却累計額 △16,358,274 △16,462,438

建物及び構築物（純額） 7,790,379 7,895,356

機械装置及び運搬具 1,882,378 1,862,883

減価償却累計額 △1,585,236 △1,599,311

機械装置及び運搬具（純額） 297,141 263,571

工具、器具及び備品 1,468,318 1,360,565

減価償却累計額 △1,017,687 △990,739

工具、器具及び備品（純額） 450,630 369,826

土地 8,494,651 8,424,398

建設仮勘定 626,770 73,381

有形固定資産合計 17,659,573 17,026,534

無形固定資産   

のれん 1,440,440 1,399,544

その他 85,924 91,552

無形固定資産合計 1,526,364 1,491,096

投資その他の資産   

投資有価証券 3,803,856 3,934,228

長期貸付金 454,551 445,382

差入保証金 10,581,810 10,828,769

繰延税金資産 1,009,788 912,882

その他 289,986 271,264

貸倒引当金 △12,812 △6,934

投資損失引当金 － △17,793

投資その他の資産合計 16,127,180 16,367,797

2009/02/09 17:55:25
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（単位：千円）

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) 

固定資産合計 35,313,118 34,885,428

資産合計 42,661,733 42,019,760

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,414,538 1,173,097

短期借入金 730,000 430,000

1年内返済予定の長期借入金 3,136,507 2,835,373

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払金 187,500 201,008

1年内返済予定の長期未払金 303,079 427,492

未払費用 2,252,408 2,404,728

リース資産減損勘定 35,633 35,633

未払法人税等 21,445 170,265

未払消費税等 84,538 65,338

その他 165,780 117,065

流動負債合計 8,431,431 7,960,003

固定負債   

社債 150,000 200,000

長期借入金 9,421,393 8,193,931

長期未払金 338,278 434,835

繰延税金負債 1,619,718 1,632,185

退職給付引当金 538,541 429,955

長期リース資産減損勘定 60,464 87,189

役員退職慰労引当金 88,699 91,007

その他 299,012 284,777

固定負債合計 12,516,108 11,353,882

負債合計 20,947,540 19,313,886

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,838,236 5,838,236

資本剰余金 6,766,853 6,766,942

利益剰余金 8,790,455 9,712,666

自己株式 △159,204 △153,330

株主資本合計 21,236,340 22,164,515

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37,630 70,790

評価・換算差額等合計 37,630 70,790

少数株主持分 440,221 470,568

純資産合計 21,714,192 22,705,874

負債純資産合計 42,661,733 42,019,760

2009/02/09 17:55:25
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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：千円）

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 34,270,928

売上原価 20,238,370

売上総利益 14,032,557

販売費及び一般管理費 14,076,052

営業損失（△） △43,494

営業外収益  

受取利息 6,652

受取配当金 12,985

仕入割引 79,529

受取賃貸料 86,151

その他 109,429

営業外収益合計 294,748

営業外費用  

支払利息 141,153

長期前払費用償却 12,360

賃貸費用 50,329

持分法による投資損失 25,301

その他 4,972

営業外費用合計 234,117

経常利益 17,136

特別利益  

固定資産売却益 12,281

貸倒引当金戻入額 542

投資有価証券売却益 3,999

投資損失引当金戻入額 17,793

その他 4,200

特別利益合計 38,818

特別損失  

固定資産除却損 126,453

貸倒引当金繰入額 6,454

減損損失 396,335

社葬費用 20,134

その他 5,605

特別損失合計 554,984

税金等調整前四半期純損失（△） △499,028

法人税、住民税及び事業税 193,510

法人税等調整額 △45,556

法人税等合計 147,954

少数株主利益 6,199

四半期純損失（△） △653,182

2009/02/09 17:56:19
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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損失（△） △499,028

減価償却費 947,407

減損損失 396,335

長期前払費用償却額 40,840

のれん償却額 76,255

賞与引当金の増減額（△は減少） △120,642

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,396

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,307

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,325

投資損失引当金の増減額（△は減少） △17,793

受取利息及び受取配当金 △19,638

支払利息 141,153

投資有価証券売却損益（△は益） △3,999

固定資産除売却損益（△は益） 14,565

有形固定資産売却損益（△は益） △12,281

売上債権の増減額（△は増加） △137,457

たな卸資産の増減額（△は増加） △152,157

仕入債務の増減額（△は減少） 204,562

未払消費税等の増減額（△は減少） 44,806

持分法による投資損益（△は益） 61,301

その他 △71,179

小計 922,463

利息及び配当金の受取額 9,348

利息の支払額 △142,653

法人税等の支払額 △345,607

営業活動によるキャッシュ・フロー 443,551

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 △2,297,818

有形固定資産の売却による収入 30,622

無形固定資産の取得による支出 △91,311

長期前払費用の取得による支出 △55,832

投資有価証券の売却による収入 4,000

子会社株式の取得による支出 △29,394

長期貸付けによる支出 △127,500

貸付金の回収による収入 6,190

差入保証金の差入による支出 △263,731

差入保証金の回収による収入 491,155

子会社の清算による収入 30,000

子会社株式の取得による収入 151,131
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（単位：千円）

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) 

その他 35,368

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,117,120

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 3,000,000

短期借入金の返済による支出 △2,700,000

長期借入れによる収入 4,100,000

長期借入金の返済による支出 △2,571,404

社債の償還による支出 △50,000

配当金の支払額 △236,145

自己株式の売却による収入 988

自己株式の取得による支出 △6,952

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,536,487

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △137,081

現金及び現金同等物の期首残高 3,412,828

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,275,747

2009/02/09 17:58:44
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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。

（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）

レストラン
事業
(千円)

外商
事業
（千円）

受託販売
事業
（千円）

水産物卸売
事業
（千円）

不動産賃貸
事業
(千円)

 運輸
 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

25,262,948 6,580,971 798,704 828,889 381,507 417,907 34,270,928 － 34,270,928

(2) セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

－ 83,035 － 122 － 440 83,267 (83,267) －

計 25,262,948 6,664,006 798,704 829,011 381,507 418,017 34,354,196 (83,267) 34,270,928

営業利益又は営

業損失（△）
315,281 △16,299 △47,302 252 39,391 22,874 314,199 (357,693) △43,494

（注）　１.事業区分の方法

 　　　　　事業区分は、業種及び事業組織等を勘案し、区分しております。

        ２.各事業の主要な内容

事業区分 主要な内容

レストラン事業 うどん、そば、洋食、回転寿司等を中心としたレストランチェーンの経営

外商事業 機内食事業、パーティーケータリング事業

受託販売事業 宿泊施設、会館食堂等の受託販売

水産物卸売事業 生鮮水産物及びその加工品の卸売

不動産賃貸事業 地方卸売市場の経営及び不動産賃貸事業

運輸事業 鉄道業、道路旅客運送業(バス)

 

 

〔所在地別セグメント情報〕

　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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

　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）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（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。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）四半期連結損益計算書

前年同四半期
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  34,193,539 100.0

Ⅱ　売上原価  19,376,091 56.7

売上総利益  14,817,448 43.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  13,784,653 40.3

営業利益  1,032,794 3.0

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 12,337   

２．受取配当金 8,955   

３．仕入割引 90,116   

４．賃貸料収入 71,543   

５．持分法による投資利益 74,428   

６．その他の営業外収益 108,976 366,357 1.1

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 136,241   

２．長期前払費用償却 15,243   

３．賃貸費用 30,914   

４．その他の営業外費用 11,065 193,464 0.6

経常利益  1,205,686 3.5

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入益 48,591   

２．投資損失引当金戻入益 28,798   

３．持分変動損益 11,951   

４．その他 4,901 94,243 0.3

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 47,839   

２．減損損失 638,571   

３．前期損益修正損 3,002   

４．その他 51,493 740,908 2.2

税金等調整前四半期純利益  559,022 1.6

法人税、住民税及び事業税 459,552   

法人税等調整額 △22,129 437,422 1.2

少数株主利益  32,159 0.1

四半期純利益  89,440 0.3

－ 2 －



（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31日）

区分 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 559,022

減価償却費　 834,074

減損損失　 638,571

長期前払費用償却額　 35,362

のれん償却額 81,116

退職給付引当金（減少：△）　 △8,116

貸倒引当金（減少：△）　 △56,326

投資損失引当金（減少：△）　 △28,798

役員退職慰労引当金（減少：△）　 △4,810

受取利息及び受取配当金　 △21,292

支払利息　 136,241

固定資産除却損　 14,563

売上債権（増加：△）　 △157,713

たな卸資産（増加：△）　 △75,336

仕入債務（減少：△） 111,535

未払消費税等（減少：△）　 △62,026

持分法による投資損益 △32,981

その他　 △185,534

小計 1,777,550

利息及び配当金の受取額　 15,541

利息の支払額　 △136,755

法人税等の支払額　 △1,022,234

営業活動によるキャッシュ・フロー 634,102

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　 △2,400,362

無形固定資産の取得による支出　 △11,792

長期前払費用の取得による支出　 △31,318

投資有価証券の取得による支出　 △370

子会社株式の取得による支出　 △10,000

長期貸付金の貸付による支出　 △8,618

長期貸付金の回収による収入　 4,618

差入保証金の差入による支出　 △182,797

差入保証金の返還による収入　 344,020

その他 4,024

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,292,595

－ 3 －



前年同四半期
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による収入　 680,000

短期借入金の返済による支出　 △550,000

長期借入による収入　 4,340,976

長期借入金の返済による支出 △3,399,240

社債の償還による支出　 △50,000

配当金の支出額　 △314,131

自己株式の売却による収入　 1,951

自己株式の取得による支出 △6,932

財務活動によるキャッシュ・フロー 702,624

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（減少：
△）

△955,868

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 4,702,066

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 3,746,198

－ 4 －



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

 （単位：千円）

レストラン
事業

受託販売
事業

外商事業
不動産賃貸

事業
運輸事業 計

消去又は
全社

連結

Ⅰ売上高及び営業損益         

売上高         

(1)外部顧客に対する売

上高 
25,024,863 982,102 7,361,121 389,561 435,890 34,193,539 － 34,193,539

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 23,715 － － 23,715 (23,715) －

計 25,024,863 982,102 7,384,837 389,561 435,890 34,217,255 (23,715) 34,193,539

営業利益 755,339 △20,497 457,957 138,928 7,249 1,338,977 (306,182) 1,032,794

〔所在地別セグメント情報〕

　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）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

　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）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

６．その他の情報

　該当事項はありません。
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