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1.  平成21年10月期第3四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年7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3四半期 20,602 ― △333 ― △342 ― △469 ―
20年10月期第3四半期 22,803 △14.5 △189 ― △208 ― △264 ―

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3四半期 △91.70 ―
20年10月期第3四半期 △51.01 ―

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3四半期 23,294 4,950 20.3 928.97
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3四半期  4,735百万円 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 ― 5.00 ―
21年10月期 

（予想）
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  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

通期 30,000 △6.9 56 △68.8 21 △86.9 △74 ― △14.46
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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）  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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他ご覧ください。 

(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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年10月期第3四半期 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3四半期  85,901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3四半期 5,123,204株 20年10月期第3四半期 5,184,000株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な在庫調整の進展により、生産や輸出に持ち直しの動き

がみられ、景気は下げ止まりの様相となりました。雇用・所得環境が厳しさを増すなか、個人消費は低水準ながらも

持ち直しの動きがみられました。 

 住宅業界におきましては、住宅ローン減税の拡大、贈与税の軽減措置や長期優良住宅への投資減税等の住宅取得を

優遇する政策的な支援が打ち出されました。しかしながら、個人所得に改善が見られないことから、消費者の住宅取

得意欲は盛り上がりに欠け、新設住宅着工戸数は前年同期の水準を大きく下回る等、厳しい事業環境が続きました。

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３四半期累計期間の売上高は 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、大型分譲地「サーラ

ヒルズ牧野ヶ池緑地」の宅地分譲の販売開始をいたしました。併せて、税制優遇措置を受けられる住宅や環境配慮

型の住宅をはじめ、事業環境の変化に対応した新商品を逐次投入し、受注・販売の促進に努めてまいりました。ま

た、仕入・発注単価及び経費等の見直しによるコストダウンを実施してまいりました。しかしながら、期首受注残

高が前期のそれを下回っていたことに加え、当期の受注の減少及び分譲住宅の販売不振等により、当第３四半期連

結累計期間の売上高は 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、依然として事業環境は厳しく、新設住宅着工戸数が前年同期の水準

を下回り、建築資材の需要の落ち込みの影響を受けたことから、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万

円、営業利益は 百万円となりました。  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における資産は 百万円となりました。前連結会計年度末に比べ 百万

円減少いたしました。これは主として、受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。 

（負債） 

当第３四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。前連結会計年度末に比べ 百万円

減少いたしました。これは主として、支払手形及び買掛金が減少したことによるものであります。 

（純資産） 

当第３四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。前連結会計年度末に比べ 百万円

減少いたしました。これは主として、四半期純損失の計上、配当金の支払及び自己株式の取得により、株主資本

が減少したことによるものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における連結ベースの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３四半期連結累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、仕入債務の減少によるものであ

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もので

あります。 

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

20,602 333 342

469

10,340 337

10,262

21

２．連結財政状態に関する定性的情報

23,294 1,440

18,343 840

4,950 600

390 3,085

647

91
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（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、短期借入金の増加によるもので

あります。  

  

平成20年12月12日に公表いたしました連結及び個別の業績予想につきまして、平成21年５月27日公表の「業績予想

の修正に関するお知らせ」において修正しております。詳細につきましては、同資料をご参照ください。 

  

該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。  

  

・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、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、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は、 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

用指針第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、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。  

  

349

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

36,981

88,746
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年７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 3,085,461 3,475,831

受取手形及び売掛金 2,267,629 3,015,391

未成工事支出金 1,039,822 930,805

販売用不動産 6,230,803 5,685,729

仕掛販売用不動産 4,903,045 5,842,668

商品及び製品 416,404 456,230

繰延税金資産 195,173 267,375

その他 301,289 334,799

貸倒引当金 △50,568 △72,338

流動資産合計 18,389,061 19,936,492

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 899,553 953,221

土地 2,944,831 2,890,131

その他（純額） 138,482 43,009

有形固定資産合計 3,982,866 3,886,361

無形固定資産 90,364 98,057

投資その他の資産   

投資有価証券 331,411 340,151

繰延税金資産 387,332 358,236

その他 370,525 397,745

貸倒引当金 △256,629 △281,121

投資その他の資産合計 832,640 815,011

固定資産合計 4,905,871 4,799,430

資産合計 23,294,933 24,735,923
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年７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 5,669,192 7,096,648

短期借入金 9,400,000 8,850,000

未払法人税等 23,130 69,514

未成工事受入金 1,103,941 1,021,541

賞与引当金 145,974 200,425

完成工事補償引当金 31,769 39,643

その他 789,081 877,150

流動負債合計 17,163,089 18,154,923

固定負債   

退職給付引当金 887,677 811,564

役員退職慰労引当金 209,471 190,414

負ののれん 9,874 11,257

その他 73,833 15,971

固定負債合計 1,180,856 1,029,207

負債合計 18,343,946 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 2,438,821 2,985,933

自己株式 △26,716 △0

株主資本合計 4,623,084 5,196,913

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 112,895 115,947

評価・換算差額等合計 112,895 115,947

少数株主持分 215,006 238,932

純資産合計 4,950,986 5,551,792

負債純資産合計 23,294,933 24,735,923
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(2) 四半期連結損益計算書 
(第３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 20,602,839

売上原価 16,978,664

売上総利益 3,624,174

販売費及び一般管理費 3,957,249

営業損失（△） △333,074

営業外収益  

受取利息 3,651

受取配当金 3,218

仕入割引 13,114

受取手数料 17,446

負ののれん償却額 3,092

その他 13,827

営業外収益合計 54,351

営業外費用  

支払利息 60,740

その他 2,868

営業外費用合計 63,608

経常損失（△） △342,331

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,487

完成工事補償引当金戻入額 3,373

特別利益合計 12,861

特別損失  

固定資産除却損 463

減損損失 16,152

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 73,402

税金等調整前四半期純損失（△） △402,872

法人税、住民税及び事業税 26,535

法人税等調整額 45,401

法人税等合計 71,937

少数株主損失（△） △5,028

四半期純損失（△） △469,781
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７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（△） △402,872

減価償却費 164,306

減損損失 16,152

のれん償却額 △3,092

貸倒引当金の増減額（△は減少） △46,261

賞与引当金の増減額（△は減少） △54,450

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19,057

退職給付引当金の増減額（△は減少） 76,112

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △7,873

受取利息及び受取配当金 △6,869

支払利息 60,740

投資有価証券評価損益（△は益） 5,021

固定資産除却損 463

売上債権の増減額（△は増加） 922,202

仕入債務の増減額（△は減少） △1,250,597

たな卸資産の増減額（△は増加） 326,506

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,558

未払債務の増減額（△は減少） △71,233

その他 △258,024

小計 △536,272

利息及び配当金の受取額 6,869

利息の支払額 △54,330

法人税等の支払額 △65,850

その他の収入 1,722

営業活動によるキャッシュ・フロー △647,861

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 △66,891

無形固定資産の取得による支出 △9,093

投資有価証券の取得による支出 △2,075

子会社株式の取得による支出 △11,040

長期貸付金の回収による収入 4,500

長期前払費用の取得による支出 △7,060

その他の支出 △179

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,840

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） 550,000

自己株式の取得による支出 △26,716

リース債務の返済による支出 △90,946

配当金の支払額 △77,306

少数株主への配当金の支払額 △5,699

財務活動によるキャッシュ・フロー 349,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △390,370

現金及び現金同等物の期首残高 3,475,831

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,085,461
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７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、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３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７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３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

当社は、当第３四半期連結累計期間において、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３四半期連結累計期間において自己株式は 千

円増加し、当第３四半期連結会計期間末において 千円となっております。 

   

(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）  

住宅部資材加

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  10,340,557      10,262,281  20,602,839  －  20,602,839

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  1,820,500  1,820,500  (1,820,500)  －

計  10,340,557  12,082,782  22,423,339  (1,820,500)  20,602,839

営業利益又は営業損失（△）  △337,230  21,139  △316,091  (16,983)  △333,074

33,610 3,370

〔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

85,900 26,716

26,716
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) 四半期連結損益計算書 

  

区分 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年11月１日  

  至 平成20年７月31日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  22,803,234

Ⅱ 売上原価  19,006,588

売上総利益  3,796,645

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,986,046

営業損失（△）  △189,400

Ⅳ 営業外収益   

受取利息  5,898

受取配当金  4,295

仕入割引  12,483

受取手数料  15,755

水道市納金等差額収入  2,283

その他  13,994

営業外収益合計  54,711

Ⅴ 営業外費用   

支払利息  66,130

その他  7,345

営業外費用合計  73,475

経常損失（△）  △208,164

Ⅵ 特別利益   

完成工事補償引当金戻入益  4,874

特別利益合計  4,874

Ⅶ 特別損失   

固定資産除却損  10,512

特別損失合計  10,512

税金等調整前四半期純損失
（△） 

 △213,802

法人税、住民税及び事業税  41,793

法人税等調整額  7,463

少数株主利益  1,376

四半期純損失（△）  △264,435
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(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年11月１日 

      至 平成20年７月31日）   

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（△） △213,802

減価償却費 98,291

のれん償却額 1,365

貸倒引当金の増加額（△減少額） 145,904

賞与引当金の増加額（△減少額） △93,190

完成工事補償引当金の増加額（△減少額） △4,874

退職給付引当金の増加額（△減少額） 30,860

未払確定拠出年金移行掛金の増加額（△減少額） △69,726

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） 45,439

受取利息及び配当金 △10,193

支払利息 66,130

固定資産除却損 10,470

売上債権の減少額（△増加額） 415,991

仕入債務の増加額（△減少額） △246,114

たな卸資産の減少額（△増加額） △1,279,225

未払消費税等の増加額（△減少額） △38,320

その他 △142,315

小計 △1,283,311

利息及び配当金の受取額 10,193

利息の支払額 △58,362

法人税等の支払額 △157,768

その他 2,790

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,486,457

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 △50,871

無形固定資産の取得による支出 △31,550

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 △1,941

子会社株式の取得による支出 △38,345

長期貸付金の回収による収入 4,500

その他 137

投資活動によるキャッシュ・フロー △121,171

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） 1,700,000

配当金の支払額 △103,588

自己株式の取得による支出 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,596,411

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △11,218

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 3,409,684
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 前第３四半期連結累計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年７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) 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）  

住宅部資材加

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  12,105,680      10,697,553  22,803,234  －  22,803,234

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 7,820  2,155,512  2,163,332  (2,163,332)  －

計  12,113,500  12,853,066  24,966,567 (2,163,332)  22,803,234

営業費用  12,302,806  12,821,099  25,123,906 (2,131,270)  22,992,635

営業利益又は営業損失（△）  △189,305  31,966  △157,338 (32,062)  △189,400
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施工、受注、仕入及び販売の状況 

(1) 施工実績 

 当第３四半期連結累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３四半期連結累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３四半期連結累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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年７月31日） 

施工高（千円） 前年同期比（％） 

住宅事業  6,867,537  －

合計  6,867,537  －

事業の種類別セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年７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 11,366,767 － 7,505,458 －

合計 11,366,767 － 7,505,458 －

事業の種類別セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年７月31日） 

仕入高（千円） 前年同期比（％） 

住宅部資材加工・販売事業  10,302,422  －

合計  10,302,422  －
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(4) 販売実績 

 当第３四半期連結累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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年７月31日） 

販売高（千円） 前年同期比（％） 

住宅事業  10,340,557    －

住宅部資材加工・販売事業  10,262,281  －

合計    20,602,839  －
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