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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 301,745 ― 6,245 ― 6,611 ― 901 ―

20年3月期第3四半期 243,692 △3.5 △306 ― 387 ― △529 ―

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 3.25 2.99
20年3月期第3四半期 △1.91 ―

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 612,249 158,514 25.8 569.61
20年3月期 649,079 168,543 25.9 605.83

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  157,972百万円 20年3月期  168,060百万円

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  有  
 

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 ― ― ― 9.00 9.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 4.00

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 414,700 △4.2 7,900 96.1 7,700 118.6 2,200 ― 7.93

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） 

（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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1) 平成20年11月７日に公表いたしました連結業績予想を、本資料において修正しております。詳細につきましては、２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ならびに平成21年２月26日発表の「業績予想及び配当予想の修正並びに役員報酬の減額に関するお知らせ」をご参照ください。 
(2) 本資料に記載の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果とな
る可能性があります。 
(3) 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 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  277,957,513株 20年3月期  277,957,513株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  622,287株 20年3月期  550,754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  277,371,673株 20年3月期第3四半期  277,440,052株
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当社は、当社の前社長他元役員を含む幹部が、平成21年１月、外国為替及び外国貿易法（外為法）違反の

容疑で逮捕され、当社及び前社長ら３名が起訴される事態となりました。 

お客様及び株主の皆様をはじめ関係者の方々には、多大なご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを深

くお詫び申し上げます。 

現在、外為法違反にて起訴された事実及び一連の新聞報道事案に関して、内部調査委員会を設置して事実

解明のための調査を実施し、平成21年２月２日付けで設置された外部諮問委員会の提言・助言を踏まえ、事

実関係の解明、原因の追究、再発防止策の策定を進めております。 

当社としては、かかる事態を厳粛に受け止め、二度とこのような事態が起こらないよう、コンプライアン

ス体制の再構築、強化及びコーポレートガバナンスの強化を中心とした社内改革を強力に推し進め、一日も

早く、透明性の高い、社会から信頼される会社に生まれ変わるべく、全力をあげて取り組んでまいる所存で

ございます。 

  

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響を受け、企業収益の大幅な

減少、雇用情勢の悪化、個人消費の弱含み等により、設備投資の抑制が進み、急速に景気後退局面に入り

ました。 

こうした状況のもと、当社グループの売上高につきましては、建設事業で284,941百万円、不動産事業

で16,803百万円の301,745百万円となりました。損益面につきましては、営業損益は、営業利益6,245百万

円、また、経常損益は、経常利益6,611百万円、四半期純損益は、四半期純利益901百万円となりました。
  
  

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、社債の償還及び支払手形・工事未払金等の減少に

伴う現金預金の減少及び投資有価証券の減少等により、前連結会計年度末と比較して36,829百万円減少の

612,249百万円となりました。 

また、当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、短期借入金が増加したものの、支払手形・

工事未払金等の減少及び社債等が減少したことにより、前連結会計年度末と比較して26,800百万円減少の

453,734百万円となりました。 

なお、当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、利益剰余金及びその他有価証券評価差額

金が減少したことにより、前連結会計年度末と比較して10,028百万円減少の158,514百万円となり、自己

資本比率は25.8％となりました。 
  
  

通期の業績予想につきましては、当第３四半期累計期間の業績を踏まえ、平成20年11月７日に公表いた

しました平成21年３月期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の業績予想及び配当予想を修正してお

ります。 

（詳細につきましては、本日別途開示いたしました「業績予想及び配当予想の修正並びに役員報酬の減額

に関するお知らせ」をご参照ください。） 

  

【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

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。 

  
  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

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。  

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見

込まれるため、当該原価差異を流動資産として繰り延べております。 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算する方法を採用しております。 

  
  

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。 

  
  

当社は、当社及び前社長ら３名が、外国為替及び外国貿易法違反にて起訴された事実、及び一連の

新聞報道事案に関して、内部調査委員会を設置して事実解明のための調査を実施しております。東京

地検特捜部の捜査が継続して行われている現段階において実施した内部調査は制約があるものの、海

外での不正な取引の存在が確認されました。 

 ただし、その確認された取引が与える過年度も含めた財務諸表への影響額は、現在調査中ではあり

ますが、現段階では軽微であると認められております。 

  

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

 ① 簡便な会計処理

  （一般債権の貸倒見積高の算定方法）

  （棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げの方法）

 ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

  （原価差異の繰延処理）

  （税金費用の計算）

(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

(4) 追加情報
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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   

現金預金 55,739 72,620

受取手形・完成工事未収入金等 148,681 144,265

有価証券 60 205

未成工事支出金 186,649 184,803

販売用不動産 12,232 14,607

不動産事業支出金 4,027 4,074

材料貯蔵品 415 363

繰延税金資産 14,673 14,666

その他 35,203 40,355

貸倒引当金 △805 △562

流動資産合計 456,876 475,399

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 29,181 30,379

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,694 1,954

土地 45,007 43,945

建設仮勘定 35 18

有形固定資産計 75,919 76,297

無形固定資産 440 470

投資その他の資産   

投資有価証券 61,153 75,610

長期貸付金 5,958 9,198

その他 23,154 21,462

貸倒引当金 △11,252 △9,360

投資その他の資産計 79,013 96,911

固定資産合計 155,372 173,679

資産合計 612,249 649,079
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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   

支払手形・工事未払金等 118,415 153,047

短期借入金 46,586 23,056

1年内償還予定の社債 － 10,000

1年内償還予定の新株予約権付社債 10,000 －

未払法人税等 974 511

未成工事受入金 139,448 140,030

完成工事補償引当金 769 899

賞与引当金 701 1,681

工事損失引当金 24,977 24,512

預り金 29,423 28,293

その他 13,109 13,536

流動負債合計 384,406 395,569

固定負債   

新株予約権付社債 25,000 35,000

長期借入金 28,139 28,046

繰延税金負債 8,158 13,581

退職給付引当金 129 40

役員退職慰労引当金 40 59

その他 7,860 8,238

固定負債合計 69,328 84,966

負債合計 453,734 480,535

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,513 23,513

資本剰余金 20,780 20,780

利益剰余金 102,005 103,600

自己株式 △222 △206

株主資本合計 146,077 147,688

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,103 20,408

繰延ヘッジ損益 △4 △7

為替換算調整勘定 △203 △28

評価・換算差額等合計 11,895 20,372

少数株主持分 541 482

純資産合計 158,514 168,543

負債純資産合計 612,249 649,079
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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  

完成工事高 284,941

不動産事業売上高 16,803

売上高合計 301,745

売上原価  

完成工事原価 266,162

不動産事業売上原価 13,453

売上原価合計 279,616

売上総利益  

完成工事総利益 18,778

不動産事業総利益 3,349

売上総利益合計 22,128

販売費及び一般管理費 15,882

営業利益 6,245

営業外収益  

受取利息 642

受取配当金 1,092

その他 448

営業外収益合計 2,184

営業外費用  

支払利息 797

為替差損 637

その他 383

営業外費用合計 1,818

経常利益 6,611

特別利益  

前期損益修正益 156

固定資産売却益 14

その他 5

特別利益合計 176

特別損失  

前期損益修正損 32

固定資産売却損 6

投資有価証券評価損 627

デベロッパー関連損失 3,361

その他 91

特別損失合計 4,119

税金等調整前四半期純利益 2,669

法人税等 1,601

少数株主利益 166

四半期純利益 901
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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 2,669

減価償却費 1,778

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,333

退職給付引当金の増減額（△は減少） 89

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18

受取利息及び受取配当金 △1,735

支払利息 797

売上債権の増減額（△は増加） △8,173

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,845

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,303

その他の資産の増減額（△は増加） 5,703

仕入債務の増減額（△は減少） △34,631

未成工事受入金の増減額（△は減少） △581

その他の負債の増減額（△は減少） 48

その他 2,099

小計 △28,163

利息及び配当金の受取額 1,685

利息の支払額 △836

法人税等の支払額 △1,083

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,399

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △488

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

214

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,342

有形及び無形固定資産の売却による収入 37

貸付けによる支出 △1,623

貸付金の回収による収入 4,973

保険積立金の払戻による収入 959

その他の支出 △906

その他の収入 125

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,949

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） 25,909

長期借入れによる収入 2,130

長期借入金の返済による支出 △3,910

社債の償還による支出 △10,000

配当金の支払額 △2,495

その他 △917

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,717

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,880

現金及び現金同等物の期首残高 72,620

現金及び現金同等物の四半期末残高 55,739
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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 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。 

２ 各事業区分に属する主要な事業の内容 

建設事業  ：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

不動産事業：不動産の販売、賃貸事業等に関する事業 

     

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 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア……………香港、タイ、シンガポール 

(2) その他の地域…………アルジェリア、タジキスタン 
  

(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】

建設事業 
(百万円)

不動産事業
(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

284,941 16,803 301,745 ─ 301,745

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,170 1,871 3,042 (3,042) ─

計 286,112 18,675 304,787 (3,042) 301,745

営 業 利 益 4,347 1,921 6,268 (23) 6,245

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

東南アジア
(百万円)

その他の地域
(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

264,266 22,534 14,943 301,745 ─ 301,745

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 264,266 22,534 14,943 301,745 ─ 301,745

営業利益又は営業損失(△) 6,389 △ 596 452 6,245 ─ 6,245
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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 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア……………香港、タイ、シンガポール 

(2) その他の地域…………アルジェリア、タジキスタン 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 
  
  

  

該当事項はありません。 

  

  

（指名停止の行政処分） 

平成21年１月に、当社の前社長らが外国為替及び外国貿易法違反の容疑で逮捕されたことに関し、

国土交通省関東地方整備局、その他中央官庁、地方自治体等から指名停止処分を受けております。 

 この指名停止処分により、今後官公庁工事の受注減少に加え、民間工事においても当社の対外的信

用の低下に伴う受注減少が予想されます。これにより翌連結会計年度以降の売上高の減少が見込まれ

ますが、今後の財政状態及び経営成績に与える影響額は不明です。 

（重要な資産の担保提供） 

当社は、平成21年１月29日開催の取締役会において、下記の銀行借入金に対し、当社及び連結子会

社の保有資産を、借入先各金融機関宛に担保提供を行う旨決議いたしました。平成21年３月中に根抵

当権設定等の契約を締結する予定です。 

   （担保に供する予定の資産） 

 

   （対応する債務） 

 
  

【海外売上高】

東南アジア その他の地域 合計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 22,534 14,943 37,478

Ⅱ 連結売上高(百万円) 301,745

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 7.5 4.9 12.4

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 重要な後発事象

販売用不動産 11百万円

不動産事業支出金 500

建物・構築物 11,459

土地 15,370

計 27,341

短期借入金 25,000百万円

長期借入金 20,000

計 45,000
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 【参考資料】前年同四半期にかかる連結財務諸表

     (要約) 四半期連結損益計算書

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（百万円）

 Ⅰ 売上高 243,692

   完成工事高 226,858

   不動産事業売上高 16,834

 Ⅱ 売上原価 228,311

   完成工事原価 214,996

   不動産事業売上原価 13,314

  売上総利益 15,381

   完成工事総利益 11,861

   不動産事業総利益 3,519

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 15,687

  営業損失（△） △ 306

 Ⅳ 営業外収益 2,273

 Ⅴ 営業外費用 1,579

   経常利益 387

 Ⅵ 特別利益 640

 Ⅶ 特別損失 988

  税金等調整前四半期純利益 39

  法人税等 320

  少数株主利益 247

  四半期純損失（△） △ 529
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(注) 第３四半期の個別業績の開示につきましては、当事業年度より実施しているため前年同四半期の実績及び増減

率は記載しておりません。 

  

   

 

   
  

(％表示は対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

  
  

(1) 平成20年11月７日に公表いたしました個別業績予想を、本資料において修正しております。詳細に

つきましては、平成21年２月26日発表の「業績予想及び配当予想の修正並びに役員報酬の減額に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

(2) 本資料に記載の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したもの

であり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

(3) 当事業年度より「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

財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

(4) 上記の個別業績は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

  

６．その他の情報

 個別業績の概況

１．平成21年３月期第３四半期の個別業績（平成20年４月１日～平成20年12月31日）

 (1) 個別経営成績(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 288,837 ─ 4,732 ─ 5,232 ─ 163 ─

20年３月期第３四半期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

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 0 59 0 52

20年３月期第３四半期 ─ ─ ─ ─

 (2) 個別財政状態

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

21年３月期第３四半期 589,401 153,048 26.0 551 85

20年３月期 623,579 163,692 26.3 590 08

(参考) 自己資本 21年３月期第３四半期 153,048百万円    20年３月期 163,692百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

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 400,000 △3.4 6,200 192.1 6,200 258.4 1,500 ─ 5 41

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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 (1) 個別受注実績 

 
(注) パーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。 

  

 
  

 (2) 個別受注予想 

 
(注) パーセント表示は、対前年同期比増減率を示しております。 

  
  
〔個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等〕 

 当第３四半期累計期間の個別受注実績は、前年同期と比較して、国内土木工事は約182億円の増加となり

ましたが、国内建築工事が約455億円、海外工事が約135億円それぞれ減少し、全体としては約434億円の減

少（前年同期比18.2％減）となりました。 

 なお、当社は、外為法違反により、国土交通省関東地方整備局、その他中央官庁、地方自治体等から指

名停止処分を受けております。今後官公庁の受注減少に加え、民間工事においても当社の対外的信用の低

下に伴う受注減少が見込まれることから、通期の個別受注予想については、平成20年11月７日に公表いた

しました数値より1,780億円減少の2,600億円に修正いたします。 

 個別受注の概況

受 注 高

百万円 ％

21年３月期第３四半期累計期間 194,671 △ 18.2

20年３月期第３四半期累計期間 238,038 △ 23.0

（参考）受注実績内訳 （単位：百万円）

区    分

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

比 較 増 減(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成19年12月31日) 至 平成20年12月31日)

金  額
構成比
(％)

金  額
構成比
(％)

金  額
増減率
(％)

建 
  
  
設 
  
  
事 
  
  
業

土 
  
  
木

国内官公庁 12,186 5.1 32,541 16.7 20,355 167.0

国内民間 23,645 9.9 21,499 11.1 △ 2,145 △ 9.1

海  外 28,710 12.1 16,574 8.5 △ 12,135 △ 42.3

計 64,541 27.1 70,615 36.3 6,073 9.4

建 
  
  

築

国内官公庁 6,816 2.9 4,379 2.3 △ 2,437 △ 35.8

国内民間 151,048 63.5 107,974 55.4 △ 43,074 △ 28.5

海  外 1,992 0.8 673 0.3 △ 1,319 △ 66.2

計 159,858 67.2 113,027 58.0 △ 46,831 △ 29.3

合 
  
  

計

国内官公庁 19,002 8.0 36,921 19.0 17,918 94.3

国内民間 174,694 73.4 129,474 66.5 △ 45,220 △ 25.9

海  外 30,702 12.9 17,247 8.8 △ 13,455 △ 43.8

計 224,400 94.3 183,642 94.3 △ 40,757 △ 18.2

不 動 産 事 業 13,638 5.7 11,028 5.7 △ 2,609 △ 19.1

計 238,038 100.0 194,671 100.0 △ 43,367 △ 18.2

通  期

百万円 ％

21年３月期予想 260,000 △ 35.4

20年３月期実績 402,477 △ 1.6
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