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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21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12月期第3四半期 11,861 ― △389 ― △440 ― △326 ―
20年12月期第3四半期 10,836 26.4 △549 ― △496 ― △350 ―

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12月期第3四半期 △7,212.27 ―
20年12月期第3四半期 △7,741.41 ―

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12月期第3四半期 14,915 2,357 15.8 52,064.97
20年12月期 10,644 2,748 25.8 60,736.57

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  2,355百万円 20年12月期  2,748百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 1,500.00 1,500.00
21年12月期 ― 0.00 ―
21年12月期 

（予想）
1,500.00 1,500.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 22,169 17.7 705 2.9 682 1.3 372 5.9 8,227.98
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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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
  なお、業績予想の前提となる条件等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「3．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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12月期第3四半期 45,250株 20年12月期  45,250株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  ―株 20年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 45,250株 20年12月期第3四半期 45,250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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的金融危機の深刻化などにより世界景気が一段

と悪化し、企業収益が大幅に減少しており、設備投資の大幅減少、輸出、個人消費の減少及び雇用情勢の

急速な悪化等、景気は悪化傾向で推移しました。 

住宅業界におきましては、新設住宅着工数は貸家、分譲住宅が大幅な減少傾向にあり、当社グループの

主力事業である注文住宅分野の持家住宅着工数も減少傾向を示しております。 

このような状況のもとで、当社グループは、環境に配慮した新商品「ｈｊ（エイチジェイ）スタイル 

ｅｃｏ」及び長期優良住宅に対応した「Ｇコンセプト」を発売するとともに、営業力の強化のための展示

場への出展、そしてＭ＆Ａによる子会社の取得等を行い、また、経営資源の効率的な活用等に全グループ

をあげて取り組みました。 

注文住宅事業においては、注文住宅の完成引渡しが第２四半期及び第４四半期に偏る傾向があることか

ら、売上高及び利益の実現が第２四半期及び第４四半期に集中するという特徴があります。その結果、第

３四半期における売上高は118億61百万円、営業損失は３億89百万円、経常損失は４億40百万円、四半期純

損失は３億26百万円となりました。 

なお、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、事業の種類別セグメントの事業区分名称を簡

潔・明瞭な表現とするため、木造注文住宅建築事業を注文住宅事業に名称変更しております。 

 

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。 

①注文住宅事業 

注文住宅事業におきましては、当社グループの主力事業である注文住宅分野の持家住宅着工数は209千

戸（前年同期比14.4％減）となりました。このような状況のもとで、環境性能に配慮した自由設計住宅

「ｈｊ（エイチジェイ）スタイルｅｃｏ」及び長期優良住宅に対応した「Ｇコンセプト」を発売しまし

た。また、営業拠点である住宅展示場の再構築に取り組み、新たに11ヶ所（新太田、大平、浦和美園、

幕張、高崎、日立、筑西、伊勢崎、前橋、新都心、志木）を開設し、４ヶ所（上尾北、新越谷、古河、

松戸北）をリニューアルするとともに２ヶ所を閉鎖いたしました。 

この結果、受注棟数735棟、受注高123億88百万円、売上棟数395棟、売上高は84億26百万円、営業損失

は57百万円となりました。 

②不動産事業 

不動産事業におきましては、練馬区・西東京市を中心に西武線沿線にて戸建分譲、不動産販売及び仲

介を展開してきました。去年より販売している在庫物件の成約が順調に推移し、メープルガーデンひば

りケ丘浅間町３丁目（全７棟）、メープルガーデン下石神井１・２丁目（全７棟）、メープルガーデン

野火止（全５棟）等が完売いたしました。 

また新たにメープルガーデン南大泉５丁目（全14棟）、メープルガーデン東町４丁目（全５棟）等を

販売開始いたしました。 

この結果、売上棟数44棟、売上高は24億58百万円、営業利益は63百万円となりました。 

③その他の事業 

その他の事業におきましては、平成21年２月25日に連結子会社となった株式会社日本アクアが営む断

熱材事業を当該事業に含めております。 

この結果、売上高は13億13百万円、営業損失は10百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は149億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ42億71百

万円の増加となりました。 

流動資産は98億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ31億18百万円の増加となりました。この増加

の主な要因は、現金預金14億78百万円の増加と未成工事支出金13億17百万円の増加等によるものでありま

す。 

固定資産は51億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億52百万円の増加となりました。この増加

の主な要因は、株式会社桧家住宅本社及び注文住宅事業用モデルハウス等により有形固定資産が８億９百

万円増加となり、また、株式会社日本アクア等の買収により、のれんが３億34百万円増加したこと等によ

るものであります。 
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（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は125億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ46億62

百万円の増加となりました。 

流動負債は114億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ42億17百万円の増加となりました。この増加

の主な要因は、短期借入金20億円の増加と未成工事受入金23億11百万円の増加等によるものであります。 

固定負債は10億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億44百万円の増加となりました。この増加

の主な要因は、長期借入金４億49百万円の増加等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23億57百万円となり前連結会計年度末に比べ３億91百万

円の減少となりました。この減少の主な要因は、利益剰余金３億94百万円の減少等によるものであります。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ10.0ポイント減少し、15.8％となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ14億78百万円の増

加となり、当第３四半期連結会計期間末の資金残高は、35億80百万円となりました。営業活動により２億

87百万円の収入、投資活動で12億50百万円の支出となり、財務活動で24億42百万円の収入となりました。 

 

各活動によるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、２億87百万円の収入となりました。これは、未成工事受入金

の増加額22億34百万円、販売用不動産の減少額３億25百万円があり、一方で、未成工事支出金の増加額

12億77百万円、税金等調整前四半期純損失５億11百万円、仕入債務の減少額３億23百万円などがあった

ことによるものであります。 

 

②投資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・フローは、12億50百万円の支出となりました。これは、連結の範囲の変

更を伴う子会社株式取得による支出３億13百万円、有形固定資産取得による支出９億77百万円などがあ

ったことによるものであります。 

 

③財務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・フローは、24億42百万円の収入となりました。これは、短期借入による

調達19億48百万円、長期借入による調達７億円などがあり、他方、長期借入金の返済による支出１億33

百万円、配当金の支払額67百万円などがあったこと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12月期の連結業績予想につきましては、現時点で平成21年２月13日の「平成20年12月期決算」

発表時に公表した計画から変更はありません。 

 

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 

①簡便な会計処理 

該当事項はありません。 
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②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

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 

 

会計処理基準に関する事項の変更 

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通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として個別法による原価法を採用しており

ましたが、当連結会計年度の第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日公表分）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売上総利益は27百万円減少し、営業損失、経常損失、税金

等調整前四半期純損失はそれぞれ27百万円増加しております。なお、セグメントに与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

 

 

－5－

㈱桧家住宅(1413)　平成21年12月期　第3四半期決算短信



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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,580,978 2,102,630 

受取手形及び売掛金 200,799 － 

完成工事未収入金 1,985 101,941 

営業未収入金 7,633 66,287 

販売用不動産 2,668,781 2,994,086 

未成工事支出金 2,453,815 1,135,918 

材料貯蔵品 20,236 10,911 

その他 885,624 285,637 

貸倒引当金 △6,204 △1,838 

流動資産合計 9,813,650 6,695,575 

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,538,200 701,938 

土地 2,138,706 2,225,619 

その他（純額） 442,697 382,587 

有形固定資産合計 4,119,604 3,310,145 

無形固定資産   

のれん 372,499 38,431 

その他 97,220 98,994 

無形固定資産合計 469,720 137,425 

投資その他の資産   

その他 537,518 515,239 

貸倒引当金 △25,260 △14,210 

投資その他の資産合計 512,258 501,029 

固定資産合計 5,101,582 3,948,600 

資産合計 14,915,233 10,644,176 
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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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 2,321,274 2,721,796 

買掛金 294,138 4,268 

短期借入金 3,500,000 1,500,000 

1年内返済予定の長期借入金 383,347 266,680 

1年内償還予定の社債 10,000 10,000 

未払法人税等 4,003 163,241 

未成工事受入金 4,338,145 2,026,623 

賞与引当金 56,571 19,178 

展示場閉鎖損失引当金 6,000 8,000 

その他 576,896 553,275 

流動負債合計 11,490,376 7,273,064 

固定負債   

社債 25,000 30,000 

長期借入金 983,313 533,320 

その他 59,360 59,461 

固定負債合計 1,067,673 622,781 

負債合計 12,558,050 7,895,846 

純資産の部   

株主資本   

資本金 389,900 389,900 

資本剰余金 339,900 339,900 

利益剰余金 1,631,822 2,026,052 

株主資本合計 2,361,622 2,755,852 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,682 △7,523 

評価・換算差額等合計 △5,682 △7,523 

少数株主持分 1,242 － 

純資産合計 2,357,182 2,748,329 

負債純資産合計 14,915,233 10,644,176 
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 11,861,384

売上原価 8,775,840

売上総利益 3,085,543

販売費及び一般管理費 3,475,293

営業損失（△） △389,749

営業外収益  

受取利息 210

受取配当金 3,125

受取賃貸料 56,502

その他 57,096

営業外収益合計 116,934

営業外費用  

支払利息 29,697

賃貸費用 131,461

その他 6,581

営業外費用合計 167,740

経常損失（△） △440,555

特別損失  

固定資産除売却損 4,484

減損損失 40,028

展示場閉鎖損失引当金繰入額 4,000

貸倒引当金繰入額 11,050

その他 11,557

特別損失合計 71,120

税金等調整前四半期純損失（△） △511,675

法人税、住民税及び事業税 6,136

法人税等調整額 △192,699

法人税等合計 △186,562

少数株主利益 1,242

四半期純損失（△） △326,355
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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21年１月１日 
 至 平成21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（△） △511,675

減価償却費 106,559

減損損失 40,028

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,715

展示場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △2,000

受取利息及び受取配当金 △3,335

支払利息 29,697

固定資産除売却損益（△は益） 4,484

売上債権の増減額（△は増加） 197,184

販売用不動産の増減額（△は増加） 325,305

未成工事支出金の増減額（△は増加） △1,277,125

貯蔵品の増減額（△は増加） △6,592

仕入債務の増減額（△は減少） △323,957

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,234,704

その他 △242,619

小計 584,373

利息及び配当金の受取額 3,335

利息の支払額 △28,647

法人税等の支払額 △272,040

営業活動によるキャッシュ・フロー 287,021

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 500

有形固定資産の取得による支出 △977,080

有形固定資産の売却による収入 4,077

無形固定資産の取得による支出 △6,998

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△313,277

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

10,838

差入保証金の差入による支出 △17,497

貸付金の回収による収入 723

その他 47,856

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,250,858

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） 1,948,400

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △133,340

社債の償還による支出 △5,000

配当金の支払額 △67,875

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,442,185

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,478,348

現金及び現金同等物の期首残高 2,102,630

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,580,978
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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。 
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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 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 
注文住宅事業 

(千円) 

不動産事業

(千円) 

その他の事業

(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 8,286,143 2,455,206 1,120,034 11,861,384 － 11,861,384

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

140,573 3,006 193,840 337,419 (337,419) －

計 8,426,716 2,458,212 1,313,874 12,198,803 (337,419) 11,861,384

営業利益又は営業損失(△) △57,774 63,584 △10,576 △4,766 (384,983) △389,749

 

(注) １ 事業の区分は、事業の種類・性質の類似性により区分しております。 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、事業の種類別セグメントの事業区分名称を簡潔・明瞭

な表現とするため、木造注文住宅建築事業を注文住宅事業に名称変更しております。 

なお、名称変更による事業区分の変更はありません。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 注文住宅事業・・・・・・・・・・・・・・・注文住宅建築工事の請負、設計、施工及び監理 

(2) 不動産事業・・・・・・・・・・・・・・・・戸建住宅及び土地の分譲、不動産の仲介 

(3) その他の事業・・・・・・・・・・・・・・・住宅のリフォーム工事請負、中小工務店向け営業・施

工に関するノウハウの提供、断熱材の製造販売 

３ 会計基準に関する事項の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度の第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日公表分）を適用しております。 

この変更により、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の不動産事業における営業利益が

27,166千円減少しております。 

４ 著しく変動したセグメント別資産 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間において、株式会社日本アクアの株式を取得し、同社は当社

の子会社になりました。 

また、当連結会計年度の第３四半期連結会計期間において、株式会社ランデックスのすべての株式を取

得し、同社は当社の子会社になりました。 

その結果、その他の事業のセグメント資産が、前連結会計年度末比907,228千円増加しました。 

 

所在地別セグメント情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

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

 

海外売上高 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至平成21年９月30日 ） 

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) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 

科 目  

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年９月30日）

金 額  

Ⅰ 売上高 10,836,450

Ⅱ 売上原価 8,349,369

   売上総利益 2,487,080

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,036,261

    営業損失(△) △549,180

Ⅳ 営業外収益 

 １ 受取利息 554

 ２ 受取配当金 778

 ３ 賃貸収入 47,244

 ４ 紹介手数料収入 7,370

 ５ その他 32,921

   営業外収益合計 88,869

Ⅴ 営業外費用 

 １ 支払利息 25,916

 ２ 遅延違約金 1,644

 ３ 解約物件費用 1,227

 ４ その他 7,390

   営業外費用合計 36,178

    経常損失（△） △496,490

Ⅵ 特別利益 

 １ 貸倒引当金戻入 1,331

 ２ 展示場閉鎖損失引当金戻入益 120

 ３ 固定資産売却益 8,650

 ４ 前期損益修正益 10,698

   特別利益合計 20,799

Ⅶ 特別損失 

 １ 固定資産除売却損 1,699

 ２ 減損損失 68,170

 ３ 展示場除却損 21,612

 ４ 展示場閉鎖損失引当金繰入額 12,000

   特別損失合計 103,482

   税金等調整前四半期純損失(△) △579,172

   法人税、住民税及び事業税 9,850

   法人税等調整額 △238,723

   四半期純損失(△) △350,299
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(２) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年９月30日） 

区 分  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純損失（△） △579,172

 減価償却費 43,127

 減損損失 68,170

 貸倒引当金の減少額 △756

 展示場閉鎖損失引当金の増減額(減少：△) △3,700

 受取利息及び受取配当金 △1,332

 支払利息 25,916

 固定資産除売却損 1,699

 売上債権の増減額（増加：△） 55,544

 未成工事支出金の増加額 △1,388,635

 材料貯蔵品の増減額（増加：△） △1,112

 販売用不動産の増減額（増加：△） △270,760

 仕入債務の増減額（減少：△） △617,818

 未成工事受入金の増減額(減少：△) 2,811,233

 その他 △158,561

    小計 △16,158

 利息及び配当金の受取額 1,332

 利息の支払額 △26,190

 法人税等の支払額 △142,714

    営業活動によるキャッシュ・フロー △183,730

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の払戻による収入 150,257

 連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出 △542,731

 有形固定資産の取得による支出 △959,860

 有形固定資産の売却による収入 461,496

 無形固定資産取得による支出 △18,899

 投資有価証券の取得による支出 △57,724

 差入保証金の差入による支出 △4,124

 貸付金の回収による収入 1,030

 その他 23,788

    投資活動によるキャッシュ・フロー △946,767

Ⅲ 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 △478,550

 長期借入金の返済による支出 △203,032

 社債の償還による支出 △5,000

 配当金の支払額 △67,875

    財務活動によるキャッシュ・フロー △754,457

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △1,884,956

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,671,490

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,786,534
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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 

前四半期連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

 

木造注文住宅
建築事業 

(千円) 

不動産事業

（千円) 

その他の事業
(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 

8,960,311 1,590,965 285,173 10,836,450 － 10,836,450

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

9,178 － 28,095 37,273 （37,273） －

 計 8,969,489 1,590,965 313,269 10,873,723 （37,273） 10,836,450

営業利益又は営業損
失(△) 

△208,710 8,232 1,892 △198,585 （350,594） △549,180

(注) １ 事業区分は、事業の種類・性質の類似性により区分しております。 

   ２ 各事業の主な内容 

(1) 木造注文住宅建築事業………………………一般顧客向け木造注文住宅建築 

(2) 不動産事業……………………………………不動産の仲介、管理、賃貸及び住宅分譲に関する事業 

(3) その他の事業…………………………………一般顧客向け住宅リフォーム、中小工務店向け営業・施工

に関するノウハウの提供 
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