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平成 19 年８月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 
平成 19 年７月９日 

会 社 名 株式会社ノエル （JASDAQ・コード番号：８９４７）

（ＵＲＬ http://www.noel.co.jp/ ）   

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 金古 政利  

問 合 せ 先 取締役業務推進本部長 川上 博 ＴＥＬ：（０４４）８２０―３１５０

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

  
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
     （内容） 
    法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。 

     その他影響額が僅少なものにつき一部簡便的な方法を採用しております。 

② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有 

（内容） 
    連結 (新規)  １社 (特定目的会社ゴールド) 

 
 
２．平成 19 年８月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年９月１日 ～ 平成 19 年５月 31 日） 
(1) 経営成績（連結）の進捗状況 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％

19 年８月期第３四半期 56,638 57.4 3,591 71.4 2,719 109.1 1,519 86.6

18 年８月期第３四半期 35,981 － 2,095 － 1,300 － 814 －

(参考)18 年８月期 51,845 54.3 2,732 70.0 1,642 73.7 1,065 134.0

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

19 年８月期第３四半期 25,427 99 24,944 34

18 年８月期第３四半期 15,621 58 15,134 28

(参考)18 年８月期 20,142 53 19,549 29

(注) １．売上高、営業利益、経常利益及び四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四
半期(前期)増減率を示しております。 

２．平成 17年８月期第３四半期につきましては、四半期開示を行っておりませんでしたので、平成
18 年８月期第３四半期対前年同四半期増減率の記載は行っておりません。 

３．期中平均株式数 平成 19 年８月期第３四半期 59,776 株 
          平成 18 年８月期第３四半期 52,145 株 
          平成 18 年８月期      52,890 株 
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(2) 財政状態（連結）の変動状況 

 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

19 年８月期第３四半期 67,168 6,671 9.8 109,836 85 

18 年８月期第３四半期 46,653 3,745 8.0 70,453 03 

(参考)18 年８月期 51,285 5,253 10.1 86,870 19 

(注) １．期末発行済株式数 平成 19 年８月期第３四半期 59,810 株 
         平成 18 年８月期第３四半期 53,165 株 
         平成 18 年８月期      59,675 株 

２．平成 18年８月期第３四半期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、
「株主資本比率」を「自己資本比率」の欄に、「１株当たり株主資本」を「１株当たり純資産」
の欄に記載しております。 

 

 

【連結キャッシュ・フローの状況】 

 
営 業 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

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年８月期第３四半期 △16,301 161 12,992 1,027 

18 年８月期第３四半期 △15,444 △234 15,414 1,883 

(参考)18 年８月期 △16,039 △319 18,386 4,175 

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 
当第３四半期（平成 18 年９月１日～平成 19 年５月 31 日）におけるわが国経済は、輸出の増加、高

水準で推移する企業収益を背景として設備投資が増加するとともに、緩やかな増加傾向を続ける雇用者

所得のもと個人消費も増加基調で推移するなど、景気動向は緩やかながらも拡大基調にありました。 

 当社グループの事業領域である不動産マーケットにおきましては、分譲住宅の供給が依然として高水

準で推移とともに、不動産価格の上昇等を背景として投資資金が不動産資産へ流入したことにより、不

動産投資信託（J-REIT）や不動産私募ファンド市場が拡大を続けるなど、更に活発な市場環境となって

まいりました。 

このような環境下、当社グループでは、「シナジー」「グローカル」「リテール」を経営戦略テーマと

して掲げ、デベロップメント事業、不動産投資開発事業、アセットコンサルティング事業という３つの

事業における更なる機能強化に努め、収益性の向上と継続的な利益成長を実現すべく積極的に事業展開

をはかってまいりました。その結果、当第３四半期の連結業績は、売上高 56,638 百万円（前年同期比

57.4％増）、営業利益 3,591 百万円（前年同期比 71.4％増）、経常利益 2,719 百万円（前年同期比 109.1％

増）、四半期純利益 1,519 百万円（前年同期比 86.6％増）となりました。 

 

 事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

（デベロップメント事業） 

 当第３四半期におきましては、分譲事業用地卸売が仕入れ販売共に順調に推移したことにより、売上

高 34,542 百万円（前年同期比 48.0％増）、営業利益 2,864 百万円（前年同期比 30.9％増）となりまし

た。 

 

（不動産投資開発事業） 

 当第３四半期におきましては、収益不動産の販売が順調に進んだことにより、売上高 19,867 百万円

（前年同期比 87.0％増）、営業利益 2,130 百万円（前年同期比 134.1％増）となりました。 

 

（アセットコンサルティング事業） 

 当第３四半期におきましては、個人住宅の買取再販業務の拡大により売上高は 2,228 百万円（前年同

期比 10.6％増）となりましたが、買取再販の在庫保有費用や人員増に伴う人件費等の経費の増加をカバ

ーする水準には至らず、結果として営業損失 333 百万円（前年同期は営業損失 214 百万円）となりまし

た。 
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○ 添付資料 

（要約）四半期連結貸借対照表 
（要約）四半期連結損益計算書 
（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 
（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
セグメント情報 

以  上 
 
 
[参  考] 
 
平成 19 年８月期の連結業績予想（平成 18 年９月１日 ～ 平成 19 年８月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通     期 79,750 3,000 1,618 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）27,052 円 33 銭 
 
平成 19 年８月期の個別業績予想（平成 18 年９月１日 ～ 平成 19 年８月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通     期 77,000 2,950 1,640 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）27,417 円 87 銭 
 
 ※上記の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき算出しており、予想に内在する不確定要因や今

後の状況変化等により、実際の数値と異なる場合があります。 
 
 

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 
当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、15,883 百万円増加し、67,168 百万

円となりました。これは主としてマンション分譲拡大のため仕掛販売用不動産が増加したこと及び

不動産投資開発事業の拡大に伴い販売用不動産が増加したことによりたな卸資産が増加したためで

あります。 

また、当第３四半期末の負債合計は 14,464 百万円増加し、60,496 百万円となりました。これは上記

たな卸資産の増加に伴い、有利子負債が 13,156 百万円増加したことが主たる要因であります。 

 また、当第３四半期におけるキャッシュ・フローは、上記棚卸資産の増加に伴い営業キャッシュ・

フローは減少しましたが、借入金の増加による財務キャッシュ・フローの増加で補いました。その

結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ 3,147 百万円減少し

1,027 百万円となりました。 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 平成 19 年８月期につきましては、業績予測を上記のように修正しております。詳細につきまして

は同日（平成 19 年７月９日）別途発表の「平成 19 年８月期（連結・個別）業績予測の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 
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〔添付資料〕 
 

１．（要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円） 

当四半期 

（平成 19 年８月期 

第３四半期末） 

前年同四半期 

（平成 18 年８月期 

第３四半期末） 

（参考） 

平成 18 年８月期 科  目 

金  額 % 金  額 % 金  額 % 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  1,191,362 1,963,206  4,289,310

２．受取手形及び売掛金  316,149 165,088  634,038

３．販売用不動産  20,468,270 11,892,977  11,712,213

４．仕掛販売用不動産  20,334,844 11,593,397  13,519,031

５．開発土地  20,888,093 18,626,171  18,411,018

６．未成工事支出金  99 8,832  －

７．不動産事業手付金  1,596,074 443,852  653,049

８．繰延税金資産  174,723 183,336  261,856

９．その他  623,403 454,622  337,043

貸倒引当金  △17,118 △6,746  △12,277

流動資産合計  65,575,901 97.6 45,324,738 97.2  49,805,285 97.1

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産  408,399 0.6 423,864 0.9  393,608 0.8

２．無形固定資産   

(1)のれん  92,200 － － 

 (2)連結調整勘定 － 102,134 98,592 

 (3)その他 112,224 204,424 0.3 122,080 224,215 0.5 123,577 222,169 0.4

３．投資その他の資産  1,004,310 1.5 703,995 1.4  887,837 1.7

  貸倒引当金  △24,333 △23,745  △23,842

固定資産合計   1,592,801 2.4  1,328,331 2.8  1,479,772 2.9

資産合計   67,168,703 100.0  46,653,069 100.0  51,285,058 100.0
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（単位：千円） 

当四半期 

（平成 19 年８月期 

第３四半期末） 

前年同四半期 

（平成 18 年８月期 

第３四半期末） 

（参考） 

平成 18 年８月期 科  目 

金  額 % 金  額 % 金  額 % 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金  7,334,393 5,314,470   6,149,249

２．短期借入金  17,316,050 11,184,243   10,681,269

３．一年内返済予定長

期借入金 
 15,313,716 11,040,887   13,726,544

４．一年内償還予定社

債 
 126,000 152,000   176,000

５．未払法人税等  671,845 412,078   768,509

６．賞与引当金  131,957 72,210   168,771

７．株主優待引当金  3,105 －   42,000

８．不動産事業前受金  1,203,748 2,512,923   2,086,444

９．その他  2,064,710 711,267   868,902

流動負債合計  44,165,527 65.8 31,400,080 67.3  34,667,690 67.6

Ⅱ 固定負債           

１．社債   3,253,000  535,000   721,000  

２．長期借入金   12,741,099  10,669,436   10,289,003  

３．繰延税金負債   378  －   278  

４．退職給付引当金   10,906  －   8,241  

５．預り保証金敷金   284,740  264,974   323,943  

６．その他   41,105  24,509   21,861  

固定負債合計   16,331,231 24.3  11,493,919 24.7  11,364,329 22.2

負債合計   60,496,758 90.1  42,894,000 92.0  46,032,019 89.8

（少数株主持分）          

少数株主持分   － －  13,433 0.0  － －

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  － － 942,980 2.0  － －

Ⅱ 資本剰余金  － － 894,340 1.9  － －

Ⅲ 利益剰余金  － － 1,864,969 4.0  － －

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
 － － 43,346 0.1  － －

資本合計  － － 3,745,635 8.0  － －

負債、少数株主持分及

び資本合計 
 － － 46,653,069 100.0  － －
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（単位：千円） 

当四半期 

（平成 19 年８月期 

第３四半期末） 

前年同四半期 

（平成 18 年８月期 

第３四半期末） 

（参考） 

平成 18 年８月期 科  目 

金  額 % 金  額 % 金  額 % 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金  1,536,135 2.3 － －  1,533,361 3.0

 ２．資本剰余金  1,487,495 2.2 － －  1,484,721 2.9

 ３．利益剰余金  3,486,516 5.2 － －  2,115,720 4.1

 ４．自己株式  △1,511 △0.0 － －  － －

 株主資本合計  6,508,635 9.7 － －  5,133,803 10.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １．その他有価証券

評価差額金 
 58,197 0.1 － －  50,175 0.1

 ２．為替換算調整勘

定 
 2,508 0.0 － －  － －

 評価・換算差額等合

計 
 60,706 0.1 － －  50,175 0.1

Ⅲ 新株予約権  18,580 0.0 － －  － －

Ⅳ 少数株主持分  84,022 0.1 － －  69,059 0.1

純資産合計  6,671,944 9.9 － －  5,253,038 10.2

負債純資産合計  67,168,703 100.0 － －  51,285,058 100.0
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２．（要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 

当四半期 

（平成 19 年８月期 

第３四半期） 

前年同四半期 

（平成 18 年８月期 

第３四半期） 

（参考） 

平成 18 年８月期 科  目 

金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 売上高 56,638,654 35,981,924 51,845,909 

Ⅱ 売上原価 48,641,809 30,692,644 44,414,499 

売上総利益 7,996,844 5,289,280 7,431,409 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,405,084 3,193,361 4,699,221 

営業利益 3,591,760 2,095,918 2,732,187 

Ⅳ 営業外収益 475,116 48,213 74,116 

Ⅴ 営業外費用 1,346,984 843,675 1,163,723 

経常利益 2,719,891 1,300,456 1,642,581 

Ⅵ 特別利益 412 79,391 293,169 

Ⅶ 特別損失 47,322 19,241 59,100 

税金等調整前四半期(当期)純利益 2,672,982 1,360,606 1,876,650 

税金費用 1,140,050 546,534 807,039 

少数株主利益又は損失（△） 12,948 △515 4,272 

四半期（当期）純利益 1,519,983 814,587 1,065,338 
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３．（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

 

当第３四半期（自平成 18 年９月１日 至平成 19 年５月 31 日） 

(単位：千円) 

株主資本 
  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成 18 年８月 31 日 残高 1,533,361 1,484,721 2,115,720 － 5,133,803 

当四半期中の変動額      

新株の発行 2,773 2,773 － － 5,547 

剰余金の配当 － － △149,187 － △149,187 

四半期純利益 － － 1,519,983 － 1,519,983 

自己株式の取得 △1,511 △1,511 

株主資本以外の項目の当四半期中

の変動額（純額） 
－ － － － －

当四半期中の変動額合計 2,773 2,773 1,370,796 △1,511 1,374,832 

平成 19 年５月 31 日 残高 1,536,135 1,487,495 3,486,516 △1,511 6,508,635 

 

評価・換算差額等 

  
その他有価証券

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成 18 年８月 31 日 残高 50,175 － 50,175 － 69,059 5,253,038

当四半期中の変動額       

新株の発行 － － － － － 5,547

剰余金の配当 － － － － － △149,187

四半期純利益 － － － － － 1,519,983

自己株式の取得 － － － － － △1,511

株主資本以外の項目の当四半期

中の変動額（純額） 
8,022 2,508 10,530 18,580 14,962 44,074

当四半期中の変動額合計 8,022 2,508 10,530 18,580 14,962 1,418,906

平成 19 年５月 31 日 残高 58,197 2,508 60,706 18,580 84,022 6,671,944
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（参考）前連結会計年度（自平成 17 年９月 1日 至平成 18 年８月 31 日）  

(単位：千円) 

株主資本 
  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成 17 年８月 31 日 残高 624,000 439,000 1,096,006 2,159,006 

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 909,361 1,045,721 － 1,955,082 

利益処分による利益配当 － － △45,625 △45,625 

当期純利益 － － 1,065,338 1,065,338 

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
－ － － －

連結会計年度中の変動額合計 909,361 1,045,721 1,019,713 2,974,796 

平成 18 年８月 31 日 残高 1,533,361 1,484,721 2,115,720 5,133,803 

 

評価・換算差額等 

  
その他有価証券

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成 17 年８月 31 日 残高 44,926 － 44,926 13,593 2,217,526

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 － － － － 1,955,082

利益処分による利益配当 － － － － △45,625

当期純利益 － － － － 1,065,338

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額（純額） 
5,248 － 5,248 55,466 60,714

連結会計年度中の変動額合計 5,248 － 5,248 55,466 3,035,511

平成 18 年８月 31 日 残高 50,175 － 50,175 69,059 5,253,038
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４．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

当四半期 

（平成 19 年８月期 

第３四半期） 

前年同四半期 

（平成 18 年８月期 

第３四半期） 

（参考） 

平成 18 年８月期 

区  分 金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
  

 
 

税金等調整前四半期（当期）純利
益 

2,672,982 1,360,606 1,876,650 

減価償却費 67,381 53,238 72,843 

減損損失 23,017 － 22,119 

貸倒引当金の増加額 5,331 2,812 5,610 

賞与引当金の増加額 
（△減少額） 

△ 36,814 △42,817 45,869 

株主優待引当金の増加額 
（△減少額） 

△ 38,894 － 42,000 

退職給付引当金の増加額 2,665 － － 

受取利息及び配当金 △ 7,985 △18,765 △5,990 

匿名組合投資利益 △418,036 － △23,526 

支払利息 943,486 594,036 843,065 

持分法による投資利益 △ 11,689 △3,914 △7,539 

新株発行費 － 4,993 18,581 

社債発行費 － 8,612 13,267 

前期損益修正益 － △34,655 △34,655 

前期損益修正損 24,101 － － 

収用補償金 － △44,736 △44,736 

固定資産除却損 202 19,241 19,321 

売上債権の減少額 
（△増加額） 

317,889 41,013 △92,049 

たな卸資産の増加額 △ 18,049,043 △20,469,360 △21,905,346 

不動産事業手付金の減少額 
（△増加額） 

△ 943,025 161,940 △47,256 

仕入債務の増加額 1,185,143 2,392,646 2,954,295 

預り金の増加額 
（△減少額） 

1,386,241 △250,552 △298,212 

不動産事業前受金の増加額 
（△減少額） 

△ 882,695 1,967,491 1,521,411 

その他 △428,166 △145,009 42,991 

小計 △ 14,187,906 △14,403,180 △14,981,285 

利息及び配当金の受取額 7,985 19,215 6,440 

利息の支払額 △963,316 △587,170 △845,114 

法人税等の支払額 △1,158,466 △518,323 △501,936 

収用補償金の受取額 － 44,736 44,736 

その他 － － 237,304 

営業活動によるキャッシュ・フロ
ー 

△16,301,702 △15,444,722 △16,039,854 
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当四半期 

（平成 19 年８月期 
第３四半期） 

前年同四半期 
（平成 18 年８月期 

第３四半期） 

（参考） 
平成 18 年８月期 

区  分 金  額 金  額 金  額 

Ⅱ 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 △62,587 △80,769 △110,762 

投資有価証券の取得による支出 △143,385 △30,000 △208,980 

投資有価証券の売却による収入 13,804 － － 

投資有価証券の払戻による収入 495,077 － 6,000 

無形固定資産の取得による支出 △35,348 △13,725 △19,639 

出資金の払込による支出 － △105,060 △2,060 

差入保証金敷金の差入による支
出 

△89,546 △51,958 △75,549 

差入保証金敷金の回収による収
入 

19,899 39,743 41,415 

貸付けによる支出 △5,400 △2,340 △2,340 

貸付金の回収による収入 3,069 15,512 16,234 

定期預金の預入による支出 △74,816 △29,419 △67,220 

定期預金の払戻による収入 44,234 24,208 24,208 

その他 △3,559 △497 78,739 

投資活動によるキャッシュ・フロ
ー 

161,440 △234,305 △319,954 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
   

短期借入れによる収入 32,675,550 23,750,172 29,019,572 

短期借入金の返済による支出 △26,040,769 △19,896,316 △25,916,651 

長期借入れによる収入 24,990,300 23,818,694 31,647,700 

長期借入金の返済による支出 △20,951,032 △13,207,772 △18,731,553 

社債の発行による収入 2,595,059 391,387 656,732 

社債の償還による支出 △124,000 △158,000 △218,000 

株式の発行による収入 4,545 769,326 1,936,501 

少数株主への株式の発行による
収入 

－ － 48,300 

リース債務返済による支出 △7,834 △7,618 △10,194 

配当金の支払額 △149,187 △45,625 △45,625 

財務活動によるキャッシュ・フロ
ー 

12,992,631 15,414,248 18,386,782 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加

額（△減少額） 
△3,147,630 △264,779 2,026,974 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首

残高 
4,175,218 2,148,244 2,148,244 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末

残高 
1,027,588 1,883,465 4,175,218 
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５．セグメント情報                  
 
〔事業の種類別セグメント情報〕 
 
(1) 当第３四半期（自平成 18 年９月 1日 至平成 19 年５月 31 日） 

（単位：千円） 

 
ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ

事業 
不動産投資
開発事業 

ｱｾｯﾄｺﾝｻﾙ 
ﾃｨﾝｸﾞ事業

計 
消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 34,542,134 19,867,813 2,228,705 56,638,654 － 56,638,654

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

20,995 3,733 107,040 131,768 △131,768 －

計 34,563,129 19,871,547 2,335,746 56,770,423 △131,768 56,638,654

営業費用 31,698,784 17,740,737 2,669,123 52,108,645 938,248 53,046,894

営業利益又は営業損失(△) 2,864,345 2,130,809 △333,376 4,661,777 △1,070,017 3,591,760

 
(2) 前年同四半期（自平成 17 年９月 1日 至平成 18 年５月 31 日） 

（単位：千円） 

 
ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ

事業 
不動産投資
開発事業 

ｱｾｯﾄｺﾝｻﾙ 
ﾃｨﾝｸﾞ事業

計 
消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 23,343,780 10,622,890 2,015,253 35,981,924 － 35,981,924

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

10,348 － 68,334 78,682 △78,682 －

計 23,354,128 10,622,890 2,083,588 36,060,607 △78,682 35,981,924

営業費用 21,165,739 9,712,613 2,297,627 33,175,980 710,025 33,886,005

営業利益又は営業損失(△) 2,188,388 910,277 △214,039 2,884,626 △788,708 2,095,918

 
（参考）前連結会計年度（自平成 17 年９月 1日 至平成 18 年８月 31 日） 

（単位：千円） 

 
ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ

事業 
不動産投資
開発事業 

ｱｾｯﾄｺﾝｻﾙ 
ﾃｨﾝｸﾞ事業

計 
消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 34,381,690 14,976,288 2,487,929 51,845,909 －  51,845,909

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高 

34,364 － 151,658 186,023 △186,023 －

計 34,416,055 14,976,288 2,639,588 52,031,932 △186,023 51,845,909

営業費用 31,504,153 13,499,356 2,973,159 47,976,669 1,137,051 49,113,721

営業利益又は営業損失(△) 2,911,901 1,476,932 △333,570 4,055,263 △1,323,075 2,732,187
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