
  

  

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31日）  

  

  

  

  

（２）連結財政状態  

  

  

２．配当の状況  

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無  
  
  

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）  

 （１）連結経営成績  

  

  
 （２）連結財政状態  

（参考）自己資本 997,000百万円  

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有  
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四半期決算説明会開催の有無      ：有 （機関投資家向け）  

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年３月期第３四半期  1,435,330 7.5 87,834 △11.3 83,163 △18.3 55,176 △13.8 

25年３月期第３四半期  1,335,427 14.1 99,001 － 101,750 － 64,044 － 

（注）包括利益 26年３月期第３四半期 81,369百万円 （26.6％）    25年３月期第３四半期 64,262百万円 （－％） 

  
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 

26年３月期第３四半期  21.91 － 

25年３月期第３四半期  24.89 － 

  総資産  純資産  自己資本比率  

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第３四半期  2,060,814 962,488 45.9 

25年３月期  1,992,403 946,511 46.6 

（参考）自己資本  26年３月期第３四半期  945,181百万円   25年３月期  927,634百万円 

  
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 

25年３月期  － 4.50 － 5.50 10.00 

26年３月期  － 5.00 －     

26年３月期（予想）       5.00 10.00 

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  2,086,000 8.9 150,000 3.0 143,000 △3.0 97,000 △4.6 38.55 

   総資産  純資産  自己資本比率  
   百万円 百万円 ％ 

通期  2,123,000 1,015,000 47.0 



※  注記事項  

（１）当四半期連結累計期間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）：有  

新規  3社  （社名）Tokyo Gas America Ltd.、TGBI 1. LLC及びTG Barnett Resources LP         

除外  －社  （社名）－  

（注）詳細は、添付資料５ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）当四半期連結累計期間に

おける重要な子会社の異動」をご覧下さい。  
  

（２）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、添付資料５ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作

成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。  
  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：無  

②  ①以外の会計方針の変更                      ：無  

③  会計上の見積りの変更                        ：無  

④  修正再表示                                  ：無  

  
  

（４）発行済株式数（普通株式）  

  
  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示  

 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連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。  
  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  

１．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、その達成を当社とし

て約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績は、様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま

す。なお、上記予想に関する事項は、添付資料３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」をご覧下さい。 

２．決算補足説明資料はTDnetで同日開示するとともに、当社ホームページにも掲載することとしています。  

  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期３Q 2,517,551,295株 25年３月期  2,577,919,295株

②  期末自己株式数  26年３月期３Q 6,288,761株 25年３月期  6,123,070株

③  期中平均株式数（四半期累計）  26年３月期３Q 2,518,055,474株 25年３月期３Q 2,573,295,655株



※ 平成26年３月期の個別業績予想  

 （平成25年４月１日～平成26年３月31日）  

  

  

  

  

  

  

  （％表示は、対前期増減率）

   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 

通期  1,888,000 10.1 115,000  9.7 115,000 0.4 79,000 0.6 31.39 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（25年４月～12月）のガス販売量は、気温が前年同月と比較して高く推移した影響によ

る暖房・給湯需要の減少等により家庭用需要が減少したこと、及び発電用ガスの一部をトーリング契約（※）へ変更

したことにより工業用需要が減少したこと等から、前年同四半期比 ％減の 百万ｍ3となりました。ガス販売

量の減少はあったものの、円安影響等に伴う原料費調整による売上単価増等があったため、都市ガス売上高は同

％増の１兆 億円となりました。 

この都市ガス売上高の増加に加え、その他エネルギー売上高（ＬＮＧ販売等）の増加等を受け、連結売上高は同

％増の１兆 億円となりました。 

営業費用については経営効率化の一層の推進を図り、費用の抑制に 大限の努力を重ねてきたものの、円安影響等

からガス原材料費が増加したこと、及びその他エネルギーに関わる費用が増加したこと等により、同 ％増の１兆

億円となりました。 

この結果、営業利益は同 ％減の 億円、経常利益は同 ％減の 億円となりました。これに加え、特別利

益として６億円（固定資産売却益）、特別損失として21億円（減損損失）を計上し、法人税等を計上した結果、四半

期純利益は同 ％減の 億円となりました。 

売上高については都市ガス事業の売上高がその大半を占めているため、事業の性質上気温等の影響により著しい季

節的変動があります。 
  

（※）トーリング契約：電力販売者が発電に必要な燃料ガスを調達して発電事業者に渡し、発電事業者はそれで受 
            託発電し電力販売者に引渡して受託発電料を得る契約 

  

（平成26年３月期第３四半期連結累計期間ガス販売量） 

（注）① 家庭用上段数値は、調定１件当たり販売量（ｍ3／件・月） 

② 業務用は、商業用、公用及び医療用 

③ ガス販売量は45MJ（メガジュール）／ｍ3 

④ 平均気温は、お客さまそれぞれの、ご使用期間（前月の検針日から当月の検針日まで）における気温 

  を平均したもの 

上記注記は、以後の記載においてすべて同じです。 
  

（為替レート及び原油価格） 

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

6.4 10,130

4.8

148

7.5 4,353

9.0

3,474

11.3 878 18.3 831

13.8 551

  
当第３四半期 
連結累計期間 

（25.４～25.12） 

前第３四半期 
連結累計期間 

（24.４～24.12） 
増減 

増減率 
（％） 

お客さま件数 千件 11,057  10,933  124  1.1

ガス 

販売量 

家庭用 
ｍ3  24.18  25.92  △1.74  △6.7

百万ｍ3 2,025  2,144 △ 119 △ 5.5 

  業務用 百万ｍ3 1,994  2,021 △ 27 △ 1.3 

  工業用 百万ｍ3 4,669  5,232 △ 563 △ 10.8 

  計 百万ｍ3 6,663  7,252 △ 589 △ 8.1 

他事業者向け供給 百万ｍ3 1,442  1,430  12  0.9

合計 百万ｍ3 10,130  10,825 △ 695 △ 6.4 

平均気温 ℃  20.4  19.7  0.7  －

  
当第３ 

四半期連結 
累計期間 

前第３ 
四半期連結 
累計期間 

増減   
当第３ 

四半期連結 
累計期間 

前第３ 
四半期連結 
累計期間 

増減 

為替レート 

（円／＄） 
 99.36  79.95  19.41

原油価格 

（＄／bbl） 
 109.44  113.98  △4.54

－2－



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

25年３月期末に比べ、総資産は、有価証券（譲渡性預金）残高の減少があったものの、設備投資に伴う有形固定資

産残高の増加、及び投資有価証券残高の増加等により 億円増加し、２兆 億円となりました。 

純資産は、自己株式の市場買付（ 億円）及び剰余金の配当（ 億円）等により減少したものの、四半期純利益

の計上（ 億円）及び為替換算調整勘定の改善（ 億円）等により増加し、 億円となりました。 

総資産の増加率に比べ、自己資本（株主資本及びその他の包括利益累計額の合計）の増加率が小さかった結果、自

己資本比率は ％と ポイント下落しました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

25年10月30日公表の26年３月期第２四半期決算短信に記載した連結業績予想に対して、前提となる１月以降の経済

フレームにつき、直近の市況を反映し、為替レート見通しを平均 円／＄に変更しています。なお、原油価格見通

しについては変更していません（平均 ＄／bbl）。これにより、通期の為替レート見通しは 円／＄、通期の

原油価格見通しは ＄／bblとなります。 

 その結果、連結業績予想については、当社及び連結子会社の業績予想の修正により、売上高は 億円増の２兆

億円と前回業績予想を上回りますが、営業利益は 億円減の 億円、経常利益は 億円減の 億円、当期純

利益は 億円減の970億円と、それぞれ前回業績予想を下回る見通しです。 

当社の個別業績予想については、同じく25年10月30日公表の26年３月期第２四半期決算短信に記載した個別業績予

想に対して、発電用需要を含む工業用需要の増加、及び足元の低気温影響による家庭用需要の増加等により、ガス販

売量が前回見通しを上回ること等から、売上高は 億円増の１兆 億円となる見通しです。一方、円安影響等か

ら原材料費が増加することによりガス粗利等が減少し、営業利益は 億円減の 億円、経常利益は 億円減の

億円、当期純利益は 億円減の 億円と、それぞれ前回業績予想を下回る見通しです。 

  

①連結決算 

［ガス販売量見通し］ 

  

［収支見通し］ 

                                                                           （単位：億円） 

（注）事業間の内部売上高は都市ガス以外の欄で調整しています。 

  

684 608

359 267

551 142 9,624

45.9 0.7

105

110 100.77

109.58

60 860

90 1,500 100 1,430

60

170 8,880

70 1,150 70

1,150 50 790

  25年度見通し 24年度実績 増減 
増減率 
（％） 

ガス 

販売量 

家庭用 百万ｍ3 3,440 3,535 △ 95 △ 2.7 

  業務用 百万ｍ3 2,824 2,847 △ 23 △ 0.8 

  工業用 百万ｍ3 6,356 7,055 △ 699 △ 9.9 

      計  百万ｍ3 9,180 9,902 △ 722 △ 7.3 

他事業者向け供給 百万ｍ3 1,989 1,953  36  1.9

合計 百万ｍ3 14,609 15,390 △ 781 △ 5.1 

平均気温 ℃  17.1  16.6  0.5 ― 

  売上高 
  

営業利益 経常利益 当期純利益 
都市ガス 都市ガス以外

25年度見通し 20,860 14,922 5,938 1,500 1,430  970

24年度実績 19,156 14,019 5,136 1,456 1,474 1,016 

増   減 1,704  903  802  44 △44 △46 

増減率(％) 8.9% 6.4% 15.6% 3.0% △3.0% △4.6% 

－3－



②個別決算 

［ガス販売量見通し］ 

  

［収支見通し］ 

                                                                            （単位：億円） 

  

［為替レート及び原油価格］ 

  

  25年度見通し 24年度実績 増減 
増減率 
（％） 

ガス 

販売量 

家庭用 百万ｍ3 3,334 3,427 △93 △2.7% 

  業務用 百万ｍ3 2,660 2,689 △29 △1.1% 

  工業用 百万ｍ3 6,170 5,889  281 4.8% 

     計 百万ｍ3 8,829 8,578  251 2.9% 

他事業者向け供給 百万ｍ3 2,241 2,196  45 2.1% 

合計 百万ｍ3 14,404 14,201  203 1.4% 

  売上高 
  

営業利益 経常利益 当期純利益 
ガス ガス以外 

25年度見通し 18,880 14,550 4,330 1,150 1,150  790

24年度実績 17,142 13,184  3,958 1,048  1,145  785

増   減 1,738 1,366  372  102  5  5

増減率(％)  10.1  10.4  9.4  9.7  0.4  0.6

  25年度見通し 24年度実績 増減   25年度見通し 24年度実績 増減 

為替レート 

（円／＄） 
 100.77  82.91  17.86

原油価格 

（＄／bbl） 
 109.58  113.88  △4.30

－4－



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第１四半期連結会計期間において増資したことにより、Tokyo Gas America Ltd.は特定子会社となりました。 

 また、第２四半期連結会計期間において増資したことにより、TGBI 1. LLC及びTG Barnett Resources LPは特定

子会社となりました。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

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等を乗じて計算しています。

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

－5－



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）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 167,882 183,177

供給設備 466,227 474,450

業務設備 64,125 60,361

その他の設備 321,751 319,353

休止設備 316 316

建設仮勘定 119,699 172,609

有形固定資産合計 1,140,003 1,210,269

無形固定資産   

のれん 827 705

その他無形固定資産 64,055 74,470

無形固定資産合計 64,882 75,175

投資その他の資産   

投資有価証券 154,476 181,989

長期貸付金 21,934 20,137

繰延税金資産 31,531 28,076

その他投資 40,155 40,206

貸倒引当金 △618 △567

投資その他の資産合計 247,479 269,843

固定資産合計 1,452,365 1,555,288

流動資産   

現金及び預金 80,669 73,369

受取手形及び売掛金 222,649 235,337

リース債権及びリース投資資産 27,486 26,256

有価証券 64,009 －

商品及び製品 4,374 3,959

仕掛品 10,718 23,138

原材料及び貯蔵品 67,179 78,556

繰延税金資産 12,412 13,847

その他流動資産 51,183 51,681

貸倒引当金 △644 △621

流動資産合計 540,038 505,525

資産合計 1,992,403 2,060,814
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

固定負債   

社債 321,494 336,495

長期借入金 256,899 304,207

繰延税金負債 12,601 12,762

退職給付引当金 86,100 82,788

ガスホルダー修繕引当金 3,365 3,184

保安対策引当金 2,384 2,141

資産除去債務 6,009 7,019

その他固定負債 24,015 21,828

固定負債合計 712,871 770,427

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 46,752 47,235

支払手形及び買掛金 92,154 88,077

短期借入金 15,036 18,666

未払法人税等 44,433 18,578

繰延税金負債 4 6

その他流動負債 134,638 155,334

流動負債合計 333,019 327,898

負債合計 1,045,891 1,098,326

純資産の部   

株主資本   

資本金 141,844 141,844

資本剰余金 2,065 2,065

利益剰余金 780,196 773,855

自己株式 △2,348 △3,620

株主資本合計 921,757 914,144

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 21,218 31,124

繰延ヘッジ損益 △1,670 △719

為替換算調整勘定 △13,671 631

その他の包括利益累計額合計 5,877 31,036

少数株主持分 18,877 17,306

純資産合計 946,511 962,488

負債純資産合計 1,992,403 2,060,814
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 1,335,427 1,435,330

売上原価 904,515 1,016,945

売上総利益 430,911 418,384

供給販売費及び一般管理費   

供給販売費 281,947 280,567

一般管理費 49,962 49,982

供給販売費及び一般管理費合計 331,910 330,549

営業利益 99,001 87,834

営業外収益   

受取利息 1,071 941

受取配当金 2,289 2,206

持分法による投資利益 1,933 3,671

雑収入 8,975 5,186

営業外収益合計 14,269 12,006

営業外費用   

支払利息 8,304 9,069

為替差損 107 4,677

雑支出 3,109 2,930

営業外費用合計 11,521 16,677

経常利益 101,750 83,163

特別利益   

固定資産売却益 － 666

投資有価証券売却益 986 －

関係会社株式売却益 2,996 －

特別利益合計 3,982 666

特別損失   

減損損失 607 2,142

投資有価証券評価損 3,370 －

特別損失合計 3,977 2,142

税金等調整前四半期純利益 101,755 81,688

法人税等 35,991 25,564

少数株主損益調整前四半期純利益 65,763 56,123

少数株主利益 1,718 946

四半期純利益 64,044 55,176
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 65,763 56,123

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,521 9,956

繰延ヘッジ損益 △282 333

為替換算調整勘定 △3,135 11,124

持分法適用会社に対する持分相当額 394 3,832

その他の包括利益合計 △1,501 25,246

四半期包括利益 64,262 81,369

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 62,574 80,336

少数株主に係る四半期包括利益 1,688 1,033
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該当事項はありません。   

   

   

①自己株式の取得   

当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取

得のための市場買付を以下のとおり実施しました。 

なお、平成25年５月24日までの買付をもって、平成25年４月26日開催の取締役会において決議した自己株式

の取得について、取得を終了しました。 

・買付期間  平成25年４月30日から平成25年５月24日まで（約定ベース） 

・買付株式数 60,368千株 

・買付総額  35,999百万円 

・買付方法  東京証券取引所の自己株式立会外取引(ToSTNeT-3)による買付及び 

        東京証券取引所における指定金外信託による市場買付 

  

②自己株式の消却  

当社は、平成25年６月27日に開催した取締役会において、会社法第178条の規定に基づき自己株式を消却す

ることを決議し、以下のとおり実施しました。 

・消却する株式の種類 当社普通株式 

・消却する株式の数  60,368千株 

・消却実施日     平成25年７月12日 

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

－10－



（報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報） 

前第３四半期連結累計期間(自平成24年４月１日 至平成24年12月31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、建設事業、情報処理サービ

ス事業、船舶事業、クレジット・リース事業等を含んでいます。 

２． セグメント利益の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 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 百万円が含まれています。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います。 

  

当第３四半期連結累計期間(自平成25年４月１日 至平成25年12月31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、建設事業、情報処理サービ

ス事業、船舶事業、クレジット・リース事業、海外事業等を含んでいます。 

２． セグメント利益の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 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 百万円が含まれています。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います。 

  

（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） 都市ガス

器具及び 
ガス工事 

その他 
エネルギー

不動産 計 

売上高                   

外部顧客への 

売上高 
 896,917  137,314  219,551  8,003  1,261,786  73,640  1,335,427  －  1,335,427

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 71,911  9,942  21,145  14,657  117,656  61,804  179,460 △179,460  －

計  968,828  147,256  240,696  22,661  1,379,443  135,444  1,514,888 △179,460  1,335,427

セグメント利益  93,319  3,372  20,793  4,801  122,287  9,476  131,764  △32,762  99,001

△32,762 1,462

△34,225

  

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） 都市ガス 

器具及び 
ガス工事 

その他 
エネルギー

不動産 計 

売上高                   

外部顧客への 

売上高 
972,968 142,434 248,248 8,239 1,371,890 63,439 1,435,330  － 1,435,330 

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

41,929 9,714 4,244 13,089 68,977 69,824 138,802 △138,802  －

計  1,014,897 152,149 252,492 21,328 1,440,868 133,264 1,574,133 △138,802 1,435,330 

セグメント利益 82,376 5,525 20,299 4,530 112,731 7,556 120,287 △32,452 87,834 

△32,452 1,004

△33,456
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（１）四半期個別決算経営成績 

（平成26年３月期第３四半期累計期間ガス販売量） 

  

（平成26年３月期第３四半期累計期間収支実績）                       （単位：億円） 

（注）① 売上原価の中の原材料費は6,344億円（対前第３四半期累計期間＋861億円、＋15.7％）です。 

② 営業外費用の支払利息等は77億円（対前第３四半期累計期間＋７億円、＋10.1％）です。 

  

以上 

  

  

４．補足情報

  
当第３四半期 
累計期間 

（25.４～25.12） 

前第３四半期 
累計期間 

（24.４～24.12） 
増減 

増減率 
（％） 

お客さま件数 千件 10,756  10,634  122  1.1

ガス 

販売量 

家庭用 
ｍ3  24.07  25.82 △1.75 △6.8 

百万ｍ3 1,961  2,077 △116 △5.6 

  業務用 百万ｍ3 1,882  1,912 △30 △1.6 

  工業用 百万ｍ3 4,528  4,380  148  3.4

  計 百万ｍ3 6,409  6,292  117  1.9

他事業者向け供給 百万ｍ3 1,615  1,599  16  1.0

合計 百万ｍ3 9,986  9,968  18  0.2

平均気温 ℃  20.4  19.7  0.7  －

収益 

    

費用 

    

対前第３ 
四半期累計 
期間増減 

増減率
（％） 

対前第３ 
四半期累計 
期間増減 

増減率
（％） 

製品売上 ガス売上 9,896  806  8.9 営業費 

売上原価 6,540  884  15.6

販管費 2,947 △26 △0.9 

計 9,487  858  9.9

その他 

売上 

受注工事  280  12  4.7

その他 

費用 

受注工事  279  6  2.5

器具販売等  939 △16 △1.7 器具販売  844 △23 △2.6 

附帯事業 1,894  334  21.4 附帯事業 1,740  312  21.8

計 3,114  330  11.9 計 2,865  296  11.5

総売上高 13,011 1,137  9.6 総費用 12,353 1,154  10.3

   営業利益  657 △18 △2.6 

営業外収益  143 △82 △36.2 営業外費用  123  22  21.1

   経常利益  678 △121 △15.1 

特別利益  0 △9 △94.0 特別損失  21  △18 △46.0 

   四半期純利益  462 △62 △11.7 
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