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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第2四半期 16,329 ― △38 ― △152 ― △775 ―

20年3月期第2四半期 11,839 △10.4 0 △99.6 △43 ― △260 ―

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

21年3月期第2四半期 △35.05 ―

20年3月期第2四半期 △14.27 ―

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

21年3月期第2四半期 24,278 4,540 18.7 205.18
20年3月期 25,505 5,363 21.0 242.36

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,540百万円 20年3月期  5,363百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 36,000 ― 250 ― 20 ― △680 ― △28.85

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  無  

(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） 

（注）詳細は、2ページ「定性的情報・財務諸表等 4.その他」をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.平成20年5月19日に発表しました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
2.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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記1に係る業績予想
の具体的修正内容は、2ページ「定性的情報・財務諸表 3.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
3.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  22,135,532株 20年3月期  22,135,532株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,454株 20年3月期  4,041株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  22,131,217株 20年3月期第2四半期  18,273,737株
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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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来の米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な景

気後退、株式市場の低迷、急激な円高の進行による輸出の落ち込み、原油価格高騰に伴う諸物価上昇等により、金融

機関や輸出企業の経営悪化の影響を受け急激な後退局面を迎えております。当社の市場である東北地方についても、

平成20年4～8月の住宅着工戸数が月平均で前年比11.4％の減少となるなど、大変厳しい環境が続いております。

　このような状況の中で当社は、「ジニアス ビキ エアー」、「スマートスタイルＧ」などの新商品や、仙台市周辺

を中心とした分譲住宅の拡販、リフォームの受注拡大、他工法住宅販売の開始などに取り組んだほか、仲介事業、貸

家販売など派生事業推進による収益拡大を図ってまいりました。

　その結果、分譲住宅やリフォーム事業につきましては順調に推移し増収となりましたが、中核事業である注文住宅

及び不動産派生事業の売上高が計画を下回り、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は、163億29百万円(前年同期比

37.9％増)、また、当連結会計年度よりたな卸資産の低価法が適用され、路線価下落等の影響もあり、分譲原価へ1億

95百万円、特別損失へ6億19百万円のたな卸資産評価損を計上したため、連結営業損失は38百万円(前年同期は0百万円

の利益)、連結経常損失は1億52百万円(前年同期は43百万円の損失)、連結当期純損失は7億75百万円(前年同期は2億60

百万円の損失)となりました。

　なお、当社は平成19年10月1日付でミサワホーム北日本㈱と合併しておりますが、上記前年同期比には同社の実績を

含んでおりません。また、前年同期比は参考として記載しております。

　当第2四半期連結累計期間のセグメント別の業績は次の通りであります。

①戸建事業

　戸建事業は、上記のほか第1四半期連結累計期間における注文住宅の受注の伸び悩みや値引等の影響により、売上高

134億71百万円、営業損失3億1百万円となりました。

②リフォーム事業

　リフォーム事業は、受注が順調に推移し工事件数も増加したため、売上高25億16百万円、営業利益2億4百万円とな

りました。

③不動産派生事業

　不動産派生事業は、売上高2億84百万円、営業利益25百万円となりました。

④保険代理店事業

　保険代理店事業は、売上高46百万円、営業利益38百万円となりました。なお、従来「保険代理店事業」は「その他

事業」の一部としておりましたが、全セグメントに占める比率が高まったため、独立したセグメントといたしまし

た。

⑤その他事業

　その他事業は、売上高10百万円、営業利益20百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第2四半期連結累計期間末の総資産額は、242億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億26百万円減少いた

しました。主な要因は、たな卸資産の減少15億54百万円等によるものであります。

　負債総額は197億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億3百万円減少いたしました。主な要因は、未成工事受

入金の減少3億1百万円、長期借入金の減少1億95百万円等によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年3月期通期連結業績予想につきましては、金融市場の混乱に伴う株式市場の低迷、急激な円高の進行による

輸出の落込み等により個人消費が冷え込むなど、実体経済へのマイナスの影響が懸念されております。

　このような状況の中で当社は、エリア規模に適した営業人員配置、生活・デザイン・価格面で魅力ある住宅による

他社との差別化、ミサワホーム木質パネル以外の工法による低価格商品の提供、土地仕入抑制や分譲住宅の販売強化、

リフォームキャンペーン展開による受注拡大等に取り組むとともに、たな卸資産の削減による借入金の圧縮を推進し

財務内容の改善に努めてまいります。

　また、平成20年10月1日に㈱ミサワホーム福島と合併し、東北全県を市場とする住宅会社となり、同地区における一

層のシェアの拡大を図ってまいります。

　以上により、平成21年3月期の通期連結業績につきましては、売上高360億円、営業利益2億50百万円、経常利益20百

万円、当期純損失6億80百万円の見通しであります。

　なお、業績予想の修正の詳細につきましては、本日公表いたしました『業績予想の修正に関するお知らせ』をご覧

ください。
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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）

　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

　該当事項はありません。

 

（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

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．第1四半期連結会計期間において、ミサワホームグループ（以下MGという）の内部統制強化の一環として、MG

内における会計処理方法が見直され、更なる統一が図られました。これに伴い当社も以下のとおり会計処理を

変更しております。

　従来、営業外収益として計上しておりました保険代理店手数料収入及び事務代行手数料収入は、売上高とし

て計上することとしました。

　また従来、販売費及び一般管理費として計上しておりました建築確認申請代行費用は、売上原価として計上

することとしました。

　これらの変更により、当第2四半期連結累計期間の売上総利益が58百万円増加、営業損失が67百万円減少して

おります。

３．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第1四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適

用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額についは収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。

　これにより、当第2四半期連結累計期間の売上総利益が80百万円減少、営業損失及び経常損失がそれぞれ80百

万円増加、税金等調整前四半期純損失が6億99百万円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、8ページ「５．四半期連結財務諸表等　（５）セグメント情報に記載

しております。

東北ミサワホーム㈱ (1907) 平成21年3月期 第2四半期決算短信
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 4,565 4,367

受取手形・完成工事未収入金等 887 703

たな卸資産 11,584 13,138

その他 790 761

貸倒引当金 △27 △19

流動資産合計 17,800 18,950

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,079 3,079

その他（純額） 2,069 2,041

有形固定資産計 5,148 5,120

無形固定資産 39 38

投資その他の資産   

投資有価証券 776 836

その他 647 695

貸倒引当金 △134 △135

投資その他の資産計 1,290 1,395

固定資産合計 6,478 6,554

資産合計 24,278 25,505

負債の部   

流動負債   

工事未払金 4,115 4,066

短期借入金 11,519 10,299

未払法人税等 25 53

未成工事受入金 1,058 1,360

賞与引当金 201 217

完成工事補償引当金 71 71

その他 1,484 2,583

流動負債合計 18,476 18,651

固定負債   

長期借入金 413 609

退職給付引当金 242 225

役員退職慰労引当金 63 80

その他 542 575

固定負債合計 1,261 1,490

負債合計 19,738 20,141

東北ミサワホーム㈱ (1907) 平成21年3月期 第2四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,178 4,178

資本剰余金 2,171 2,171

利益剰余金 △1,675 △900

自己株式 △1 △1

株主資本合計 4,672 5,448

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △131 △84

評価・換算差額等合計 △131 △84

純資産合計 4,540 5,363

負債純資産合計 24,278 25,505

東北ミサワホーム㈱ (1907) 平成21年3月期 第2四半期決算短信
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 16,329

売上原価 13,454

売上総利益 2,874

販売費及び一般管理費  

従業員給料手当 994

賞与引当金繰入額 127

役員退職慰労引当金繰入額 4

貸倒引当金繰入額 6

完成工事補償引当金繰入額 44

その他 1,736

販売費及び一般管理費合計 2,913

営業損失（△） △38

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 9

受取手数料 16

その他 47

営業外収益合計 80

営業外費用  

支払利息 182

その他 11

営業外費用合計 193

経常損失（△） △152

特別利益  

投資有価証券売却益 11

その他 2

特別利益合計 14

特別損失  

たな卸資産評価損 619

その他 20

特別損失合計 639

税金等調整前四半期純損失（△） △776

法人税、住民税及び事業税 13

法人税等調整額 △14

法人税等合計 △1

四半期純損失（△） △775
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 11,376

売上原価 9,295

売上総利益 2,080

販売費及び一般管理費  

従業員給料手当 487

賞与引当金繰入額 53

役員退職慰労引当金繰入額 1

貸倒引当金繰入額 10

完成工事補償引当金繰入額 27

その他 845

販売費及び一般管理費合計 1,425

営業利益 654

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 0

受取手数料 10

受取賃貸料 10

その他 15

営業外収益合計 40

営業外費用  

支払利息 93

その他 3

営業外費用合計 96

経常利益 598

特別利益  

投資有価証券売却益 11

貸倒引当金戻入額 0

その他 0

特別利益合計 12

特別損失  

その他 9

特別損失合計 9

税金等調整前四半期純利益 601

法人税、住民税及び事業税 2

法人税等調整額 △15

法人税等合計 △13

四半期純利益 615

東北ミサワホーム㈱ (1907) 平成21年3月期 第2四半期決算短信
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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損失（△） △776

減価償却費 102

負ののれん償却額 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6

賞与引当金の増減額（△は減少） △15

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16

受取利息及び受取配当金 △15

支払利息 182

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △1

固定資産処分損益（△は益） 9

たな卸資産評価損 814

売上債権の増減額（△は増加） △184

営業貸付金の増減額（△は増加） 18

たな卸資産の増減額（△は増加） 739

仕入債務の増減額（△は減少） 48

未成工事受入金の増減額（△は減少） △301

その他 95

小計 718

利息及び配当金の受取額 15

利息の支払額 △187

法人税等の支払額 △50

営業活動によるキャッシュ・フロー 496

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 △111

投資有価証券の売却による収入 12

その他 38

投資活動によるキャッシュ・フロー △60

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） 1,220

長期借入金の返済による支出 △1,458

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 197

現金及び現金同等物の期首残高 4,367

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,565
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。

（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〕

当第2四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 
戸建事業
(百万円)

リフォー
ム事業
(百万円)

不動産
派生
事業

(百万円)

保険代理
店事業
(百万円)

その他
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高         

(1）外部顧客に対する売上高 13,471 2,516 284 46 10 16,329 － 16,329

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － 55 55 (55)　 －

計 13,471 2,516 284 46 65 16,385 (55)　 16,329

営業利益又は営業損失（△） △301 204 25 38 20 △13 (25)　 △38

　（注）１　事業区分の方法

販売方法及び商品の存在形態の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業区分別の主要な商品等は次のとおりであります。

事業区分 主要商品及び事業内容

戸建事業

木質及びセラミック住宅の建築請負

土地付分譲住宅の販売及び施工

土地付注文住宅の販売及び施工

分譲宅地の販売

リフォーム事業 増築・リフォーム工事等

不動産派生事業

建築確認申請業務

不動産仲介

中古不動産売買

賃貸住宅の管理

保険代理店事業 保険代理店業務

その他事業

特殊建築物の建築請負

固定資産のリース

金融事業

住宅設備・家具等の販売
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３　会計処理の方法の変更

　 (MGにおける会計処理方法の見直し）

　　定性的情報・財務諸表等 ４．その他（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

等の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より、MGの内部統制強化の一環として、MG内における会計

処理方法が見直され、更なる統一が図られました。これに伴い当社も以下のとおり会計処理を変更しており

ます。従来、営業外収益として計上しておりました保険代理店手数料収入及び事務代行等手数料収入は、売

上高として計上することとしました。また従来、販売費及び一般管理費として計上しておりました建築確認

申請代行費用は、売上原価として計上することとしました。これらの変更に伴い、従来の方法によった場合

に比べて、当第2四半期連結累計期間の営業利益が保険代理店事業で45百万円、その他事業で21百万円、それ

ぞれ増加しております。

　 (棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　定性的情報・財務諸表等 ４．その他（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

等の変更に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準

第９号　平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当

第2四半期連結累計期間の戸建事業の営業損失が80百万円増加しております。

４　事業区分の変更

事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性の観点に基づき4区分としていましたが、第2

四半期連結会計期間より、従来「その他事業」に含めて表示していた保険代理店事業の全セグメントに占め

る割合が高くなったため、保険代理店事業をその他事業から分離することとしました。

この結果、従来の方法に比較して第2四半期連結累計期間の売上高は、保険代理店事業が46百万円増加し、そ

の他事業が46百万円減少しております。また、営業利益は保険代理店事業が38百万円増加し、その他事業が

38百万円減少しております。

〔所在地別セグメント情報〕

　当第2四半期連結累計期間における、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社、在外支店はありません。

〔海外売上高〕

　当第2四半期連結累計期間については、海外売上高がないため、記載すべき事項はありません。

（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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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  11,839 100.0

Ⅱ　売上原価  9,533 80.5

売上総利益  2,306 19.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費    

１．従業員給料手当 794   

２．賞与引当金繰入額 105   

３．退職給付引当金繰入額 52   

４．役員退職慰労引当金繰入額 5   

５．広告宣伝費 378   

６．完成工事補償引当金繰入額 30   

７．その他 938 2,305 19.5

営業利益  0 0.0

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 5   

２．受取配当金 8   

３．受取手数料 34   

４．その他 51 100 0.8

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 110   

２．シンジケートローン手数料 18   

３．その他 16 145 1.2

経常損失  43 △0.4
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 5   

２．投資有価証券売却益 139   

３．貸倒引当金戻入益 2   

４．その他 0 148 1.3

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 12   

２．投資有価証券評価損 121 133 1.1

税金等調整前中間純損失  29 △0.2

法人税、住民税及び事業税 61   

法人税等調整額 169 231 2.0

中間純損失  260 △2.2
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間純損失
(△)

△29

減価償却費 105

負ののれん償却額 △2

貸倒引当金の減少額 △56

賞与引当金の減少額 △16

完成工事補償引当金の減少
額

△4

退職給付引当金の増加額 12

役員退職慰労引当金の減少
額

△136

受取利息及び受取配当金 △14

支払利息 110

投資有価証券売却益 △139

投資有価証券評価損 121

固定資産処分損益 7

売上債権の増加額 △234

営業貸付金の減少額 0

たな卸資産の増加額 △437

仕入債務の増加額 228

未成工事受入金・分譲事業
受入金の減少額

△166

その他 240

小計 △412

利息及び配当金の受取額 14

利息の支払額 △143

法人税等の支払額 △40

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△581
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

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

△32

投資有価証券の取得による
支出

△0

投資有価証券の売却による
収入

140

その他投資の取得による支
出

△4

その他投資の回収による収
入

128

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・
フロー

229

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

短期借入金の純増加額　 390

長期借入れによる収入 1,000

長期借入金の返済による支
出

△270

財務活動によるキャッシュ・
フロー

1,120

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 767

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

3,059

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

3,827
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
戸建事業
（百万円）

リフォーム
事業
（百万円）

 不動産派
生事業
 (百万円)

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益        

(1）外部顧客に対する売上高 9,705 1,849 243 41 11,839 ― 11,839

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
― ― 21 71 93 （93) ―

計 9,705 1,849 265 112 11,933 (93) 11,839

営業費用 9,919 1,700 172 104 11,896 (57) 11,838

営業利益又は営業損失（△） △213 148 93 8 36 (35) 0

　（注）１　事業区分の方法

販売方法及び商品の存在形態の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業区分別の主要な商品等は次のとおりであります。

事業区分 主要商品及び事業内容

戸建事業

木質及びセラミック住宅の建築請負

土地付分譲住宅の販売及び施工

土地付注文住宅の販売及び施工

分譲宅地の販売

リフォーム事業 増築・リフォーム工事等

不動産派生事業

建築確認申請業務

不動産仲介

中古不動産売買

賃貸住宅の管理

その他事業

特殊建築物の建築請負

固定資産のリース

保険代理店業務

金融事業

住宅設備・家具等の販売

３　営業費用のうち「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は35百万円であり、その主な内容は役員

報酬（一部）等であります。

４　事業区分の変更

これまで建築確認申請業務及び不動産仲介などを「その他事業」の一部としておりましたが、営業損益に占

める比率が高まったことから当中間連結会計期間より「不動産派生事業」として独立したセグメントとし、

変更を行っております。

売上高 戸建事業 9,705百万円

 リフォーム事業 1,849

 その他事業 371

 消去又は全社 △86

 計 11,839

営業利益又は 戸建事業 △213百万円

営業損失（△） リフォーム事業 148

 その他事業 101

 消去又は全社 △35

 計 0
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〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間における、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社、在外支店はありません。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間については、海外売上高がないため、記載すべき事項はありません。

６．その他の情報

　（１）受注の状況

　　当第2四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントごとの受注状況は次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
期中受注高
（百万円）

期末受注残高
（百万円）

戸建事業 11,388 6,773

リフォーム事業 2,189 411

不動産派生事業 － －

保険代理店事業 － －

その他事業 － －

合計 13,578 7,184
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