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(百万円未満切捨て)
1. 平成22年3月期第1四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21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
 

22年3月期第1四半期

百万円

131,422

％

△4.6

百万円

9,898

％

△26.2

百万円

7,506

％

△34.4

百万円

3,641

％

△49.4

21年3月期第1四半期 137,733 ― 13,415 ― 11,450 ― 7,197 ―

 
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

 

22年3月期第1四半期

円 銭

5.00

円 銭

―

21年3月期第1四半期 9.86 ―

 
(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
 

22年3月期第1四半期

百万円

1,316,938

百万円

209,291

％

15.7

円 銭

283.08

21年3月期 1,309,738 203,274 15.3 274.82

(参考)自己資本　　　　　22年3月期第1四半期  206,204百万円　　　　　21年3月期　200,233百万円
 
 
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
 

21年3月期

円 銭

―

円 銭

3.00

円 銭

―

円 銭

3.00

円 銭

6.00

22年3月期 ―     

22年3月期
(予想)

 3.00 ― 3.50 6.50

(注)配当予想の当四半期における修正の有無　無
 
 
3. 平成22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22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

274,600

％

△2.6

百万円

20,700

％

△15.2

百万円

15,100

％

△18.5

百万円

8,500

％

△24.7

円 銭

11.67

通期 550,000 △0.9 34,000 0.8 21,700 2.1 12,000 16.0 16.47

(注)連結業績予想数値の当四半期における修正の有無　有
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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、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。
 
(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　　　　　　　 　 無
(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)
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 22年3月期第1四半期 736,995,435株  21年3月期          736,995,435株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期   8,556,093株  21年3月期            8,394,793株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 22年3月期第1四半期 728,510,324株  21年3月期第1四半期 729,837,798株

 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基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、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。
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【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１四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）のわが国経済は、輸出が

持ち直しに転じるなど、一部に下げ止まりの動きが見られるものの、企業収益の大幅な減少を背

景として民間設備投資が大幅に減少するとともに、雇用・所得環境の深刻な情勢が続き、個人消

費の動きも低調に推移するなど、景気の先行きについては不透明な状況となっております。

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と経費節減に努め

ましたが、各事業において景気悪化の影響を受けたことから、営業収益は1,314億２千２百万円と、

前年の第１四半期に比べ63億１千１百万円の減少（前年同期比4.6％減）となりました。また、営

業利益は98億９千８百万円と、前年の第１四半期に比べ35億１千７百万円の減少（前年同期比

26.2％減）となったほか、経常利益は75億６百万円と、前年の第１四半期に比べ39億４千３百万

円の減少（前年同期比34.4％減）となりました。これに伴い、四半期純利益は36億４千１百万円

と、前年の第１四半期に比べ35億５千６百万円の減少（前年同期比49.4％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、鉄道事業において景気後退に伴う雇用情勢悪化などの影響により輸送人員が減

少し、減収となりました。また、バス事業においても、景気悪化に伴う輸送人員の減少に加え、

原油価格下落に伴う石油販売の減少もあり、減収となりました。その結果、営業収益は426億７

千７百万円と、前年の第１四半期に比べ14億３千６百万円減少（前年同期比3.3％減）いたしま

した。営業利益につきましては、各社において費用の削減に努めましたが、減収に伴い87億３

千３百万円と、前年の第１四半期に比べ10億１千４百万円の減少（前年同期比10.4％減）とな

りました。

流  通  業

流通業では、百貨店業において景気の悪化に伴う消費マインドの冷え込みから、旗艦店の新

宿店をはじめ、町田店、藤沢店の各店においても減収となったため、営業収益は594億４百万円

と、前年の第１四半期に比べ45億６千１百万円減少（前年同期比7.1％減）いたしました。営業

利益につきましても、百貨店業が低調に推移したことに伴い、１億９千４百万円と、前年の第

１四半期に比べ12億８千４百万円の減少（前年同期比86.8％減）となりました。

不　動　産　業

不動産業では、賃貸業はほぼ前年並みの収入でしたが、分譲業において販売戸数が増加した

ことに伴い増収となったことから、営業収益は149億２千２百万円と、前年の第１四半期に比べ

15億５千４百万円増加（前年同期比11.6％増）いたしました。営業利益につきましても、分譲

業における増収に伴い19億７千１百万円と、前年の第１四半期に比べ３千９百万円の増加（前

年同期比2.1％増）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をはじめとした各ホテ

ルで景気悪化の影響を大きく受けたことにより、利用客が減少したため減収となりました。そ

の結果、営業収益は228億３千４百万円と、前年の第１四半期に比べ15億６千３百万円減少（前

年同期比6.4％減）いたしました。営業利益につきましては、ホテル業が低調に推移したことか

ら、10億２千７百万円の損失を計上いたしました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）全般の状況

当第１四半期連結会計期間末における総資産は１兆3,169億３千８百万円となり、前連結会計

年度末と比べ71億９千９百万円増加いたしました。これは、主に当社における設備投資の進捗

に伴い、有形固定資産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１兆1,076

億４千６百万円となり、前連結会計年度末から大きな変動はありませんでした。

純資産の部は、2,092億９千１百万円となり、株式相場の上昇によりその他有価証券評価差額

金が増加したことなどから前連結会計年度末と比べ60億１千７百万円増加いたしました。

（２）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）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77億１千９百万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、185億６千５百万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293億６千８百万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、配当金の支払いなどにより27億４千６百万円の資

金支出となりました。

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135億

５千万円減少し、178億１千２百万円となりました。

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21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２四半期以降の業況は、国内景気の悪化に伴う個人消費の低迷などから、景気変動の影響を

受けやすい百貨店・ホテルなどを中心に引き続き厳しい事業環境が続くものと考えております。

このことから、第２四半期連結累計期間の営業収益は、不動産業を除く各セグメント（運輸業、

流通業、その他の事業）において見通しを引き下げ、2,746億円（前年同期比2.6％減）と従来の

予想より90億円引き下げております。これに伴い、営業利益については207億円（前年同期比

15.2％減）と22億円引き下げるほか、経常利益については151億円（前年同期比18.5％減）と10億

円引き下げております。また、四半期純利益については85億円（前年同期比24.7％減）と、従来

の予想から６億円引き下げております。

また、通期の営業収益につきましても、第２四半期連結累計期間と同様に不動産業を除く各セ

グメントにおいて見通しを引き下げ、5,500億円（前期比0.9％減）と従来の予想より150億円引き

下げております。これに伴い、営業利益については340億円（前期比0.8％増）と45億円引き下げ

るほか、経常利益については217億円（前期比2.1％増）と30億円引き下げております。なお、当

期純利益については、特別損益の改善を見込むことなどから、120億円（前期比16.0％増）と従来

の予想を据え置いております。

詳細につきましては、13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基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

重要な事項はありません。

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。　
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（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

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、一定の基準に該当する工事については工

事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、当第１四半期

連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）

及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月

27日）を適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約のうち、当第１四半期連結会

計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工

事の進捗率の見積りは主に原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用して

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。
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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１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,970 31,523 

受取手形及び売掛金 21,902 21,256 

有価証券 10 10 

商品及び製品 12,498 11,680 

分譲土地建物 42,431 42,727 

仕掛品 1,278 619 

原材料及び貯蔵品 1,450 1,412 

その他 34,541 31,966 

貸倒引当金 △195 △187 

流動資産合計 131,887 141,009 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 505,555 505,353 

機械装置及び運搬具（純額） 70,731 73,647 

土地 370,553 361,805 

建設仮勘定 113,896 110,256 

その他（純額） 15,223 15,573 

有形固定資産合計 1,075,961 1,066,637 

無形固定資産   

のれん 6,244 6,632 

その他 14,120 14,056 

無形固定資産合計 20,365 20,688 

投資その他の資産   

投資有価証券 61,766 53,899 

その他 27,805 28,360 

貸倒引当金 △848 △856 

投資その他の資産合計 88,723 81,402 

固定資産合計 1,185,050 1,168,728 

資産合計 1,316,938 1,309,738 



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,869 28,079 

短期借入金 208,568 204,586 

1年以内償還社債 45,000 45,000 

未払法人税等 3,854 1,408 

前受金 43,718 37,153 

賞与引当金 8,330 7,578 

商品券等引換引当金 829 837 

その他の引当金 109 114 

その他 79,932 92,265 

流動負債合計 417,213 417,025 

固定負債   

社債 165,000 165,000 

長期借入金 265,842 270,241 

鉄道・運輸機構長期未払金 123,394 123,394 

退職給付引当金 30,147 29,783 

受託工事長期前受金 18,146 14,571 

その他 60,877 58,248 

固定負債合計 663,407 661,239 

特別法上の準備金   

特定都市鉄道整備準備金 27,025 28,200 

特別法上の準備金合計 27,025 28,200 

負債合計 1,107,646 1,106,464 

純資産の部   

株主資本   

資本金 60,359 60,359 

資本剰余金 58,566 58,574 

利益剰余金 72,442 70,996 

自己株式 △4,627 △4,535 

株主資本合計 186,740 185,395 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,218 15,591 

土地再評価差額金 △754 △754 

評価・換算差額等合計 19,463 14,837 

少数株主持分 3,086 3,040 

純資産合計 209,291 203,274 

負債純資産合計 1,316,938 1,309,738 



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益 137,733 131,422 

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 100,629 98,117 

販売費及び一般管理費 23,688 23,407 

営業費合計 124,318 121,524 

営業利益 13,415 9,898 

営業外収益   

受取利息 11 6 

受取配当金 829 624 

持分法による投資利益 292 279 

雑収入 976 642 

営業外収益合計 2,110 1,552 

営業外費用   

支払利息 3,618 3,590 

雑支出 456 354 

営業外費用合計 4,075 3,944 

経常利益 11,450 7,506 

特別利益   

固定資産売却益 17 173 

工事負担金等受入額 339 211 

特定都市鉄道整備準備金取崩額 1,175 1,175 

その他 5 300 

特別利益合計 1,537 1,860 

特別損失   

固定資産売却損 4 66 

固定資産圧縮損 156 208 

固定資産除却損 591 1,325 

その他 143 48 

特別損失合計 896 1,648 

税金等調整前四半期純利益 12,091 7,719 

法人税、住民税及び事業税 3,899 4,000 

法人税等調整額 778 △93 

法人税等合計 4,678 3,907 

少数株主利益 216 169 

四半期純利益 7,197 3,641 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21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 7,719 

減価償却費 13,999 14,060 

減損損失 88 40 

のれん償却額 493 477 

賞与引当金の増減額（△は減少） 179 752 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14 364 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △617 △0 

商品券等引換引当金の増減額（△は減少） △74 △8 

受取利息及び受取配当金 △841 △630 

支払利息 3,618 3,590 

持分法による投資損益（△は益） △292 △279 

工事負担金等受入額 △339 △211 

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） △1,175 △1,175 

固定資産売却損益（△は益） △12 △107 

固定資産除却損 294 1,039 

固定資産圧縮損 156 208 

たな卸資産評価損 260 1 

売上債権の増減額（△は増加） 1,497 △665 

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,921 △1,194 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,835 △1,351 

その他 △11,257 △1,048 

小計 9,327 21,579 

利息及び配当金の受取額 909 691 

利息の支払額 △2,308 △2,514 

法人税等の支払額 △6,951 △1,189 

営業活動によるキャッシュ・フロー 976 18,565 

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 △3,001 

投資有価証券の売却による収入 6 3,000 

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 △40,004 

有形固定資産の売却による収入 47 266 

受託工事前受金の受入による収入 5,138 6,905 

鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 1,799 3,574 

その他 183 △109 

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,869 △29,368 



（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21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 4,234 

長期借入れによる収入 1,340 1,000 

長期借入金の返済による支出 △6,118 △5,652 

配当金の支払額 △2,064 △2,036 

自己株式の取得による支出 △1,063 △84 

その他 △304 △208 

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,138 △2,746 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,754 △13,550 

現金及び現金同等物の期首残高 19,777 31,363 

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,022 17,812 



（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】

前第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        

(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。
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当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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        

(1) 外部顧客に対する営業収益 41,877 58,520 13,292 17,731 131,422 ― 131,422

(2) セグメント間の内部営業収益
又は振替高

799 883 1,629 5,102 8,415 (8,415) ―

計 42,677 59,404 14,922 22,834 139,838 (8,415) 131,422

営業利益又は営業損失(△) 8,733 194 1,971 △1,027 9,871 (△26) 9,898

(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。

 

【所在地別セグメント情報】

(前第１四半期連結累計期間、当第１四半期連結累計期間)

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】

(前第１四半期連結累計期間、当第１四半期連結累計期間)

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。
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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21年４月１日
至　平成21年６月30日

前第１四半期
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

増減率

 

旅客運輸収入

百万円

 

百万円

 

％

 

定期 11,546 11,636 △0.8

定期外 16,947 17,270 △1.9

計 28,494 28,907 △1.4

 

輸送人員

千人

 

千人

 

％

 

定期 116,399 117,408 △0.9

定期外 69,883 70,676 △1.1

計 186,282 188,084 △1.0

（参考２）平成22年３月期の連結業績予想（対前回予想比較）

①第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

科　　目 今回予想
(平成21年７月30日発表)

前回予想
(平成21年４月30日発表)

増減

金額 増減率

 

営業収益

百万円

 

百万円

 

百万円

 

％

 

運輸業 86,000 87,000 △1,000 △1.1

流通業 119,100 125,100 △6,000 △4.8

不動産業 38,500 38,500 ― 0.0

その他の事業 48,100 51,100 △3,000 △5.9

計 291,700 301,700 △10,000 △3.3

消去 17,100 18,100 △1,000 △5.5

連結 274,600 283,600 △9,000 △3.2

営業利益     

運輸業 15,200 15,500 △300 △1.9

流通業 500 1,300 △800 △61.5

不動産業 6,300 6,000 300 5.0

その他の事業 △1,400 100 △1,500 ―

計 20,600 22,900 △2,300 △10.0

消去 △100 ― △100 ―

連結 20,700 22,900 △2,200 △9.6

経常利益 15,100 16,100 △1,000 △6.2

四半期純利益 8,500 9,100 △600 △6.6
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②通期（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

科　　目 今回予想
(平成21年７月30日発表)

前回予想
(平成21年４月30日発表)

増減

金額 増減率

 

営業収益

百万円

 

百万円

 

百万円

 

％

 

運輸業 170,700 171,700 △1,000 △0.6

流通業 241,800 252,800 △11,000 △4.4

不動産業 74,400 73,900 500 0.7

その他の事業 100,500 105,500 △5,000 △4.7

計 587,400 603,900 △16,500 △2.7

消去 37,400 38,900 △1,500 △3.9

連結 550,000 565,000 △15,000 △2.7

営業利益     

運輸業 22,400 22,900 △500 △2.2

流通業 1,700 3,200 △1,500 △46.9

不動産業 11,000 11,000 ― 0.0

その他の事業 △1,400 1,300 △2,700 ―

計 33,700 38,400 △4,700 △12.2

消去 △300 △100 △200 ―

連結 34,000 38,500 △4,500 △11.7

経常利益 21,700 24,700 △3,000 △12.1

当期純利益 12,000 12,000 ― 0.0
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