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1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績(平成22年4月1日～平成22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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第1四半期 14,021 16.1 1,595 35.8 1,582 31.2 947 31.8

22年3月期第1四半期 12,073 △1.0 1,175 7.6 1,205 △0.8 718 34.4

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

23年3月期第1四半期 33.13 ―

22年3月期第1四半期 25.13 ―

 (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

百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第1四半期 98,916 62,121 62.8 2,172.08

22年3月期 105,277 62,725 59.6 2,193.22

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 62,121百万円 22年3月期 62,725百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 40.00 ― 60.00 100.00

23年3月期 ―

23年3月期(予想) 40.00 ― 60.00 100.00

3. 平成23年3月期の連結業績予想(平成22年4月1日～平成23年3月31日)
(％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 27,000 2.4 4,300 17.5 4,300 16.2 2,400 9.1 83.92

通期 59,000 5.5 11,100 19.2 11,000 18.0 6,300 16.6 220.28

S19300373
新規スタンプ



 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 
  
(4) 発行済株式数(普通株式) 

 

  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 
  

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、四半期決算短信【添付資料】４ページ「１. 当四半期決算

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」をご覧ください。 

4. その他(詳細は、【添付資料】５ページ「２. その他の情報」をご覧ください。)

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

新規―社 (社名)―、  除外―社 (社名)―

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(注) 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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年3月期1Ｑ 28,600,000株 22年3月期 28,600,000株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 180株 22年3月期 180株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期1Ｑ 28,599,820株 22年3月期1Ｑ 28,599,826株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 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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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の増加や生産の持ち直し、企業収益の改善、

設備投資の下げ止まり等、景気は緩やかながらも着実に持ち直してまいりましたが、欧州諸国の財政状

況や金融システムに対する懸念の高まり等により株安や円高が続くなど、先行きに対するリスクが払拭

されないまま推移いたしました。 

 このような経済環境の中、当不動産流通業界における中古住宅等の取引は、都内を中心とした新築マ

ンションの供給戸数の増加により選択肢が広がったことから、６月はやや様子見といった感がありまし

たが、低金利、住宅ローン減税等の政府の施策、価格調整の進展等によって喚起されたエンドユーザー

の購買意欲は底堅い動きを続けております。一方、法人取引等につきましては、資金調達環境にはやや

改善が見られたものの、一部大手企業等を除いて、不動産投資に対する慎重な姿勢に大きな変化は見ら

れませんでした。 

 以上のような経済・業界環境の下、当第１四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は

14,021百万円(前年同期比16.1％増)、営業利益は1,595百万円(同35.8％増)、経常利益は1,582百万円

(同31.2％増)、四半期純利益は947百万円(同31.8％増)となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

(セグメント別の概況) 

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、「単価に左右されず件数増加による成長を図る」という方針のもと、特に

リテール部門において、当社の強みである売り物件の獲得を重視した営業活動に努めた結果、取扱件数

は7,973件(前年同期比6.2％増)と第１四半期では過去 高を更新し、平均取扱単価の上昇も相俟って取

扱高は214,299百万円(同15.4％増)、営業収益は9,951百万円(同9.0％増)、営業利益は1,958百万円(同

22.0％増)を計上いたしました。 

 なお、当第１四半期連結累計期間における仲介店舗の新規出店はありません。 

  

(単位：百万円) 

 
  

１. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 12,073 14,021 ＋1,947 ＋16.1％

営業利益 1,175 1,595 ＋420 ＋35.8％

経常利益 1,205 1,582 ＋376 ＋31.2％

四半期純利益 718 947 ＋228 ＋31.8％

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 7,509 7,973 ＋464 ＋6.2％

取扱高 185,742 214,299 ＋28,556 ＋15.4％

営業収益 9,131 9,951 ＋819 ＋9.0％

営業利益 1,604 1,958 ＋353 ＋22.0％
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〔受託販売業務〕 

受託販売業務におきましては、前年同期に比べて引渡が増加した為、取扱件数は847件(前年同期比

43.8％増)、取扱高は36,738百万円(同49.1％増)、営業収益は1,131百万円(同50.1％増)となりました

が、既竣工物件への販売力傾斜による期間費用の増加や、当期に竣工し引渡を開始した物件に係る原価

計上等により、営業利益は64百万円(同37.0％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において、空室率が高止まりするととも

に、平均賃料も弱含みで推移する中、営業収益は541百万円(前年同期比14.0％減)、営業利益は276百万

円(同24.2％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、国内連結子会社において人気エリアを中心とした優良宅地分譲に注

力し、売れ行きも好調に推移した結果、営業収益は2,388百万円(前年同期比58.3％増)、営業利益は208

百万円(同282.7％増)を計上いたしました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔その他〕 

その他、住宅ローンに係る事務代行業務等により、営業収益は131百万円(前年同期比2.4％増)、営業

利益は48百万円(同18.3％増)を計上いたしました。 

  

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 589 847 ＋258 ＋43.8％

取扱高 24,641 36,738 ＋12,097 ＋49.1％

営業収益 754 1,131 ＋377 ＋50.1％

営業利益 102 64 △37 △37.0％

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 629 541 △87 △14.0％

営業利益 364 276 △87 △24.2％

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 1,508 2,388 ＋879 ＋58.3％

営業利益 54 208 ＋153 ＋282.7％
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当第１四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6,361百万円減少し、

98,916百万円となりました。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5,756百万円減少し、36,795百万円となりました。これは主

に、短期借入金が増加した一方で、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、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べて604百万円減少し、62,121百万

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3.2ポイント上昇し、62.8％となりまし

た。 

  

(単位：百万円) 

 
  

当第１四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22,853百

万円から3,642百万円減少(15.9％減)し、19,211百万円となりました。 

  

〔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1,637百万円を計上しました

が、預り金の減少額4,573百万円、法人税等の支払額3,015百万円等により、5,809百万円の支出(前年

同期は609百万円の支出)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、1,235百万円の支出(前年同期は1,503百万円の支出)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、有形固定資産の売却による収入等により、666百万円の収

入(前年同期は131百万円の支出)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等

により、1,307百万円の収入(前年同期は3,109百万円の支出)となりました。 

  

当第１四半期の業績は堅調な足取りで推移しておりまして、平成22年５月11日の決算発表時の業績予

想を修正いたしません。 

(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22年３月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前期比

増減 増減率

総資産 105,277 98,916 △6,361 △6.0％

負債 42,551 36,795 △5,756 △13.5％

純資産 62,725 62,121 △604 △1.0％

自己資本比率(％) 59.6 62.8 ＋3.2 ―

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

住友不動産販売㈱（8870） 平成23年３月期 第１四半期決算短信

－ 4 －



該当事項はありません。 

  

簡便な会計処理 

(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。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 

(「資産除去債務に関する会計基準」等の適用) 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成

20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日)を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は0百万円、税金等調整前四半期純利益は5百万円それぞれ減少

しております。 

２. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要(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特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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３. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,208 22,850

営業未収入金 402 576

有価証券 2 2

販売用不動産 2,493 4,049

仕掛販売用不動産 752 484

未成業務支出金 1,246 1,152

その他 5,569 5,998

貸倒引当金 △11 △16

流動資産合計 29,663 35,098

固定資産

有形固定資産

建物 20,106 20,258

減価償却累計額 △10,483 △10,435

減損損失累計額 － △71

建物（純額） 9,622 9,750

土地 45,427 46,080

その他 1,793 1,811

減価償却累計額 △1,427 △1,430

減損損失累計額 － △2

その他（純額） 365 377

有形固定資産合計 55,416 56,209

無形固定資産 644 634

投資その他の資産

破産更生債権等 11,194 11,280

その他 7,349 7,404

貸倒引当金 △5,352 △5,351

投資その他の資産合計 13,191 13,334

固定資産合計 69,252 70,178

資産合計 98,916 105,277
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 206 214

短期借入金 17,300 14,300

未払法人税等 145 3,128

賞与引当金 533 1,645

預り金 11,876 16,450

その他 2,445 2,488

流動負債合計 32,507 38,226

固定負債

退職給付引当金 2,866 2,851

役員退職慰労引当金 193 186

その他 1,227 1,286

固定負債合計 4,287 4,324

負債合計 36,795 42,551

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 61,771 62,540

自己株式 △1 △1

株主資本合計 68,283 69,051

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △13 △9

繰延ヘッジ損益 200 253

為替換算調整勘定 △6,349 △6,570

評価・換算差額等合計 △6,162 △6,326

純資産合計 62,121 62,725

負債純資産合計 98,916 105,277
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(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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

営業収益 12,073 14,021

営業原価 9,706 11,229

売上総利益 2,367 2,791

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 361 310

賞与引当金繰入額 0 7

退職給付費用 14 7

役員退職慰労引当金繰入額 7 6

貸倒引当金繰入額 0 －

その他 808 863

販売費及び一般管理費合計 1,192 1,195

営業利益 1,175 1,595

営業外収益

受取利息 37 15

為替差益 22 3

その他 21 12

営業外収益合計 81 32

営業外費用

支払利息 42 36

その他 8 9

営業外費用合計 50 45

経常利益 1,205 1,582

特別利益

固定資産売却益 － 94

受取補償金 41 －

特別利益合計 41 94

特別損失

固定資産除却損 0 13

投資有価証券評価損 － 20

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5

特別損失合計 0 39

税金等調整前四半期純利益 1,246 1,637

法人税、住民税及び事業税 80 123

法人税等調整額 447 566

法人税等合計 528 690

四半期純利益 718 947
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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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 1,246 1,637

減価償却費 208 188

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,153 △1,111

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32 15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37 6

受取利息及び受取配当金 △49 △19

為替差損益（△は益） △22 △3

支払利息 42 36

固定資産売却損益（△は益） － △94

固定資産除却損 0 13

投資有価証券評価損益（△は益） － 20

受取補償金 △41 －

売上債権の増減額（△は増加） 58 174

たな卸資産の増減額（△は増加） △266 1,194

仕入債務の増減額（△は減少） △83 △8

預り金の増減額（△は減少） 894 △4,573

破産更生債権等の増減額（△は増加） 38 85

その他 △131 △338

小計 672 △2,777

利息及び配当金の受取額 50 18

利息の支払額 △44 △34

補償金の受取額 33 －

法人税等の支払額 △1,321 △3,015

営業活動によるキャッシュ・フロー △609 △5,809

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 △61 △40

有形固定資産の売却による収入 － 801

無形固定資産の取得による支出 △66 △60

その他 △3 △33

投資活動によるキャッシュ・フロー △131 666

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） △1,300 3,000

長期借入金の返済による支出 △125 －

配当金の支払額 △1,682 △1,687

その他 △1 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,109 1,307

現金及び現金同等物に係る換算差額 763 193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,087 △3,642

現金及び現金同等物の期首残高 16,895 22,853

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,808 19,211
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該当事項はありません。 

  

  

 
(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 

  

前第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) 

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。 

  

前第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) 

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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【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21年４月１日 至 平成21年６月30日)

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

9,110 725 600 1,508 128 12,073 ― 12,073

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

20 28 28 ― ― 78 (78) ―

計 9,131 754 629 1,508 128 12,152 (78) 12,073

 営業費用 7,526 651 265 1,454 87 9,985 913 10,898

 営業利益 1,604 102 364 54 41 2,167 (991) 1,175

【所在地別セグメント情報】

【海外営業収益】
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

 平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と

なっているものであります。 

 当社グループは、不動産仲介業務、不動産受託販売業務を主とした不動産流通事業と、その周辺事

業を展開しており、その事業内容を勘案した業務別のセグメントから構成され、「仲介業務」、「受

託販売業務」、「賃貸業務」、「不動産販売業務」の４つを報告セグメントとしております。 

 「仲介業務」は、主に全国の主要都市において、住宅等の仲介業務を行っております。「受託販売

業務」は、主に全国の主要都市において、デベロッパー等が開発・分譲するマンション、戸建住宅等

の受託販売業務を行っております。「賃貸業務」は、主に首都圏において、オフィスビル、マンショ

ン等の賃貸業務を行っております。「不動産販売業務」は、主に首都圏において、土地、建物等の仕

入・販売業務を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

(単位：百万円) 

 
(注) １  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、住宅ローンに係る事務代行業務等

を含んでおります。 

２  セグメント利益の調整額△960百万円には、セグメント間取引消去△123百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△837百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。 

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第１四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要

な変動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連
結損益計
算書計上
額(注３)

仲介 受託販売 賃貸
不動産
販売

計

営業収益

外部顧客への営業収益 9,909 1,085 506 2,388 13,889 131 14,021 ─ 14,021

セグメント間の内部営
業収益又は振替高

42 46 34 ─ 123 ─ 123 △123 ─

計 9,951 1,131 541 2,388 14,013 131 14,144 △123 14,021

セグメント利益 1,958 64 276 208 2,507 48 2,556 △960 1,595

(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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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) 

 
    (注) 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。 

４. 補足情報

 仲介業務の概要

区分
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

前年同期比

首都圏 3,373 3,732 ＋10.6％

関西圏 2,805 2,832 ＋1.0％

その他 1,331 1,409 ＋5.9％

  合計 7,509 7,973 ＋6.2％

区分
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

前年同期比

首都圏 101,890 130,558 ＋28.1％

関西圏 58,094 56,894 △2.1％

その他 25,758 26,846 ＋4.2％

  合計 185,742 214,299 ＋15.4％

区分
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

前年同期比

首都圏 5,179 5,870 ＋13.3％

関西圏 2,649 2,686 ＋1.4％

その他 1,303 1,394 ＋7.0％

  合計 9,131 9,951 ＋9.0％
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