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１. 14年 3月期の連結業績（平成 13年 4月 1日 ～ 平成 14年 3月 31日）
(1)連結経営成績

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

14年 3月期 7,993,784 △5.0 △117,415 - △586,072 - △514,958 -

13年 3月期 8,416,982 5.2 342,312 96.3 323,655 308.5 158,794 400.4
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百万円 ％ 円 　銭 円　　銭 ％ ％ ％ ％

14年 3月期 △483,837 - △144   95   - △18.7 △15.2 △5.5 △7.3

13年 3月期 104,380 516.8      31   27   30    32   3.6 4.3 3.0 3.8

(注)①持分法投資損益     14年 3月期    △35,756百万円      13年 3月期       2,559百万円

     ②期中平均株式数     14年 3月期     3,337,850,007株     13年 3月期    3,337,926,578株

     ③会計処理の方法の変更 無

     ④売上高、営業利益、税引前当期純利益、少数株主持分控除前利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

     ⑤連結資本利益率（少数株主持分控除前）＝少数株主持分控除前利益/（株主資本＋少数株主持分）

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

14年 3月期 9,915,654 2,304,224 690    28   

13年 3月期 11,246,608 2,861,502 857    27   

（注）期末発行済株式数     14年 3月期   3,338,110,327株     13年 3月期   3,337,931,857株

(3)連結キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

14年 3月期 482,866 △272,871 △578,112 1,029,374

13年 3月期 535,433 △370,717 △159,507 1,381,603

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
    連結子会社数    1,066社     持分法適用関連会社数　   108社

２. 15年 3月期の連結業績予想（ 平成 14年 4月 1日  ～  平成 15年 3月 31日 ）

　

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

中間期 3,850,000 70,000 53,000 17,000 5,000

通　　期 8,100,000 200,000 190,000 88,000 60,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）              17円  97銭

（注）上記の予想は、当社が本資料の発表日現在において合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は予想と大きく異な

       ることがありえます。業績予想の利用にあたっての注意事項等については、添付資料「2002年3月期決算について」の5ページを参照してく

       ださい。
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