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1.  平成21年10月期第1四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年1月31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10月期第1四半期 6,353 ― △227 ― △227 ― △361 ―
20年10月期第1四半期 6,495 △18.3 △348 ― △356 ― △339 ―

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10月期第1四半期 △70.08 ―
20年10月期第1四半期 △65.52 ―

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10月期第1四半期 25,254 5,121 19.4 955.24
20年10月期 24,735 5,551 21.5 1,024.86

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  4,890百万円 20年10月期  5,312百万円

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10月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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2四半期連結累計期間 16,434 ― △63 ― △82 ― △218 ― △42.11
通期 34,431 6.9 441 142.3 400 143.5 125 ― 24.29

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  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧ください。 
 

(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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧ください。  

(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．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。 
2．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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年10月期第1四半期  5,184,000株 20年10月期  5,184,000株
② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  64,501株 20年10月期  1株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第1四半期  5,161,533株 20年10月期第1四半期  5,184,000株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化や世界景気の後退を背景に、外需が

大幅に悪化したことに加え、国内景気の後退にともない、企業の収益や資金調達環境が悪化し、雇用・所得環境が厳

しさを増す中、内需が冷え込み、企業を取り巻く環境は急速に悪化いたしました。 

住宅業界におきましても、当第１四半期連結会計期間の全国新設住宅着工戸数は 千戸（前年同期比 ％減）、

中部圏新設住宅着工戸数は 千戸（同 ％減）と前年同期と比較し、大きく減少いたしました。 

このような状況のもと、人と住まいと環境における 高のクオリティの実現を目指し、お客様のニーズや地域性を

的確に捉え、「快適」「健康」「省エネ」「環境」等のコンセプトをもとに、商品開発・技術開発を推進し、お客様

の期待に応える魅力的な商品・サービスの提供を事業活動の基軸として、注文住宅の受注促進及び分譲住宅・土地の

販売の促進に努めてまいりました。 

この結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は 百万円、営業損失は 百万円、経常損失は

百万円、四半期純損失は 百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（住宅事業） 

住宅事業につきましては、市場環境が急速に悪化し、消費者の住宅取得意欲が減退する中、平成20年12月に、当社

の特徴である外断熱・二重通気工法及び外断熱工法の持つ高い付加価値と価格をバランスさせた商品として、「カノ

ンＧ－Ｓ・リミテッド」「ＮＯＶＡ・リミテッド」を期間限定にて発売開始し、商品ラインナップの充実を図るとと

もに、受注の促進に努めてまいりました。この結果、売上高は 百万円、営業損失は 百万円となりました。 

（住宅部資材加工・販売事業） 

住宅部資材加工・販売事業につきましては、市場環境の悪化による建材需要の低迷の影響を受け、売上高は

百万円、営業利益は 百万円となりました。 

【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 

237 8.2

34 11.7

6,353 227

227 361

2,693 249

3,659

35

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1）総資産、負債及び純資産の状況 

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は 百万円となりました。これは主として、販売用不動産が増

加したことによるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は 百万円となりました。これは主として、短期借入金が増加し

たことによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は 百万円となりました。これは主として、純損失の計上、配

当金の支払及び自己株式の取得により、株主資本が減少したことよるものであります。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

百万円減少し、 百万円となりました。 

なお、当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、使用した資金は 百万円となりました。これは主として、たな卸資産の増加額 百万円及

び仕入債務の減少額 百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は 百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出によ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、獲得した資金は 百万円となりました。これは主として、短期借入金の純増額 百万

円、配当金の支払額 百万円及び自己株式の取得による支出 百万円によるものであります。  

25,254

20,133

5,121

315 3,185

1,939 875

586

19

1,643 1,750

51 19
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現時点において、平成20年12月13日に公表しました業績予想に変更はありません。  

  

該当事項はありません。  

該当事項はありません。   

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

(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 

(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 

・会計処理基準に関する事項の変更  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更  

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、当第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、主として個別法による原価法（貸借対照表価額について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、営業損失は 千円増加しており、税金等調整前四半期純損失は 千円増加しておりま

す。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

③「リース取引に関する会計基準」の適用（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月

１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

14,401 66,166
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年１月31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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,185,074 3,500,084

受取手形及び売掛金 2,926,764 2,991,138

未成工事支出金 819,113 930,805

販売用不動産 6,553,387 5,685,729

仕掛販売用不動産 5,829,629 5,842,668

商品及び製品 589,090 456,230

繰延税金資産 188,524 267,375

その他 282,817 334,799

貸倒引当金 △57,123 △72,338

流動資産合計 20,317,279 19,936,492

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 939,925 953,221

土地 2,890,131 2,890,131

その他（純額） 200,629 43,009

有形固定資産合計 4,030,686 3,886,361

無形固定資産 100,939 98,057

投資その他の資産   

投資有価証券 352,545 340,151

繰延税金資産 356,064 358,236

その他 334,173 397,745

貸倒引当金 △237,304 △281,121

投資その他の資産合計 805,478 815,011

固定資産合計 4,937,103 4,799,430

資産合計 25,254,383 24,735,923
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年１月31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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,514,977 7,096,648

短期借入金 10,600,000 8,850,000

未払法人税等 10,040 69,514

未成工事受入金 747,349 1,021,541

賞与引当金 69,239 200,425

完成工事補償引当金 39,978 39,643

その他 990,559 877,150

流動負債合計 18,972,145 18,154,923

固定負債   

退職給付引当金 839,768 811,564

役員退職慰労引当金 196,566 190,414

負ののれん 10,255 11,257

その他 114,409 15,971

固定負債合計 1,160,999 1,029,207

負債合計 20,133,145 19,184,131

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,018,590 1,018,590

資本剰余金 1,192,390 1,192,390

利益剰余金 2,572,364 2,985,933

自己株式 △19,770 △0

株主資本合計 4,763,574 5,196,913

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 126,776 115,947

評価・換算差額等合計 126,776 115,947

少数株主持分 230,886 238,932

純資産合計 5,121,237 5,551,792

負債純資産合計 25,254,383 24,735,923
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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：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 6,353,135

売上原価 5,251,275

売上総利益 1,101,859

販売費及び一般管理費 1,329,151

営業損失（△） △227,291

営業外収益  

受取利息 765

受取配当金 88

仕入割引 4,541

受取手数料 7,250

負ののれん償却額 1,002

その他 9,840

営業外収益合計 23,488

営業外費用  

支払利息 21,697

その他 1,987

営業外費用合計 23,685

経常損失（△） △227,488

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,669

特別利益合計 1,669

特別損失  

固定資産除却損 124

販売用不動産評価損 51,764

投資有価証券評価損 5,021

特別損失合計 56,910

税金等調整前四半期純損失（△） △282,729

法人税、住民税及び事業税 6,301

法人税等調整額 74,366

法人税等合計 80,668

少数株主損失（△） △1,669

四半期純損失（△） △361,729
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31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（△） △282,729

減価償却費 55,988

のれん償却額 △1,002

受取利息及び受取配当金 △853

支払利息 21,697

売上債権の増減額（△は増加） △65,238

仕入債務の増減額（△は減少） △586,670

たな卸資産の増減額（△は増加） △875,362

貸倒引当金の増減額（△は減少） △59,032

賞与引当金の増減額（△は減少） △131,185

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,152

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,203

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 335

投資有価証券評価損益（△は益） 5,021

固定資産除却損 124

未収消費税等の増減額（△は増加） △41,321

未払債務の増減額（△は減少） △338

その他 58,467

小計 △1,867,745

利息及び配当金の受取額 853

利息の支払額 △15,595

法人税等の支払額 △57,825

その他の収入 946

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,939,366

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △606

有形固定資産の取得による支出 △10,036

無形固定資産の取得による支出 △3,085

長期前払費用の取得による支出 △7,060

長期貸付金の回収による収入 1,500

その他の支出 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,295

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） 1,750,000

配当金の支払額 △51,984

少数株主への配当金の支払額 △5,661

自己株式の取得による支出 △19,769

リース債務の返済による支出 △28,932

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,643,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △315,010

現金及び現金同等物の期首残高 3,500,084

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,185,074
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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。 

該当事項はありません。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日）  

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(1）住宅事業‥‥注文住宅、土地付注文住宅、増改築、鉄筋・鉄骨等の請負工事、分譲住宅の販売、宅地の販

売、不動産仲介料収入、代願料収入、賃貸料収入等 

(2）住宅部資材加工・販売事業‥‥建築資材、住設機器等の販売、内外装・電気工事等 

３．会計処理の方法の変更 

（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．(3）②に記載のとおり、当第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、営業損失が、住宅事業で 千円増加し、住宅部資材加工・販売事業で 千

円営業利益が減少しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な支店がないため、該当事項はありません。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

(4）継続企業の前提に関する注記 

(5）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
 住宅事業 

（千円）  

住宅部材加工・

販売事業 

（千円）  

 計 

（千円）  

消去又は全社 

（千円）  

連結 

（千円）  

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,693,385      3,659,750  6,353,135  －  6,353,135

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  688,253  688,253  (688,253)  －

計  2,693,385  4,348,004  7,041,389  (688,253)  6,353,135

営業利益又は営業損失（△）  △249,867  35,215  △214,652  (12,639)  △227,291

14,249 152

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

(6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、当第１四半期連結会計期間において、平成20年11月18日開催の取締役会における自己株式取得決議に基

づき、自己株式 株を取得しております。この結果、当第１四半期連結会計期間において自己株式は 千

円増加し、当第１四半期連結会計期間末において 千円となっております。 

64,500 19,769

19,770
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

(1）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年１月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年10月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  6,495,109

Ⅱ 売上原価  5,503,219

売上総利益  991,890

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,340,721

営業損失（△）  △348,831

Ⅳ 営業外収益   

受取利息  848

受取配当金  72

仕入割引  4,248

受取手数料  4,383

水道市納金等差額収入  2,788

その他  3,516

営業外収益合計  15,857

Ⅴ 営業外費用   

支払利息  22,220

その他  904

営業外費用合計  23,125

経常損失（△）  △356,098

Ⅵ 特別利益   

完成工事補償引当金戻入益  3,090

特別利益合計  3,090

Ⅶ 特別損失   

固定資産除却損  185

特別損失合計  185

税金等調整前四半期純損失
（△） 

 △353,193

法人税、住民税及び事業税  2,809

法人税等調整額  △1,604

少数株主損失（△）  △14,724

四半期純損失（△）  △339,673
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(2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年１月31日） 

前第１四半期
（平成20年10月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

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純損失（△） △353,193

減価償却費 31,752

のれん償却額 575

貸倒引当金の増加額（△減少額） 82,579

賞与引当金の増加額（△減少額） △173,561

完成工事補償引当金の増加額（△減少額） △3,090

退職給付引当金の増加額（△減少額） 1,483

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） 33,134

受取利息及び配当金 △5,169

支払利息 23,076

固定資産除却損 185

売上債権の減少額（△増加額） 513,840

仕入債務の増加額（△減少額） △237,704

たな卸資産の減少額（△増加額） △1,674,331

未払消費税等の増加額（△減少額） △38,782

その他 △57,624

小計 △1,856,829

利息及び配当金の受取額 5,169

利息の支払額 △16,431

法人税等の支払額 △122,841

その他 1,223

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,989,709

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 △8,783

無形固定資産の取得による支出 △24,700

長期前払費用の支出 △3,100

投資有価証券の取得による支出 △101,507

投資有価証券の売却による収入 101,691

子会社株式の取得による支出 △450

長期貸付金の回収による収入 1,500

その他 293

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,055

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（△純減少額） 2,000,000

配当金の支払額 △52,103

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,947,896

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △76,869

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,420,902

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 3,344,033
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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〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年１月31日） 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(1）住宅事業……注文住宅、土地付注文住宅、増改築、鉄筋・鉄骨等の請負工事、分譲住宅の販売、宅地の販

売、不動産仲介料収入、代願料収入、賃貸料収入等 

(2）住宅部資材加工・販売事業……建築資材、住設機器等の販売、内外装・電気工事等  

  
 住宅事業 

（千円）  

住宅部材加工・

販売事業 

（千円）  

 計 

（千円）  

消去又は全社 

（千円）  

連結 

（千円）  

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,716,357      3,778,752  6,495,109  －  6,495,109

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  624,756  624,756  (624,756)  －

計  2,716,357  4,403,509  7,119,866 (624,756)  6,495,109

営業費用  2,961,557  4,424,735  7,386,292 (542,351)  6,843,940

営業損失（△）  △245,200  △21,225  △266,426 (82,405)  △348,831
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施工、受注、仕入及び販売の状況 

(1）施工実績 

 当第１四半期連結会計期間における施工実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１．上記の金額には、土地の金額は含まれておりません。 

２．住宅部資材加工・販売事業につきましては、扱い品目が多種多様であり、施工実績として表示することが適

切でないため記載を省略しております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．施工高は、原価で記載しております。 

(2）受注実績 

 当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１．住宅部資材加工・販売事業につきましては、扱い品目が多種多様であり、受注高、受注残高として表示する

ことが適切でないため記載を省略しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）仕入実績 

 当第１四半期連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報 

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年１月31日） 

施工高（千円） 前年同期比（％） 

住宅事業  2,479,700  93.1

合計  2,479,700  93.1

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年１月31日） 

受注高 
（千円） 

前年同期比
（％） 

受注残高 
（千円） 

前年同期比
（％） 

住宅事業 3,455,691 107.5 7,241,554 87.1

合計 3,455,691 107.5 7,241,554 87.1

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年１月31日） 

仕入高（千円） 前年同期比（％） 

住宅部資材加工・販売事業  3,853,027  99.7

合計  3,853,027  99.7
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(4）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．販売高は、販売価格で記載しております。 

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年１月31日） 

販売高（千円） 前年同期比（％） 

住宅事業  2,693,385  99.2

住宅部資材加工・販売事業  3,659,750  96.9

合計  6,353,135  97.8
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