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（修正･数値データ修正あり） 

「平成 22 年８月期 第１四半期決算短信」の一部修正について 
 

 

 平成 22 年１月 14 日に発表いたしました「平成 22 年８月期 第１四半期決算短信」の記載内容につ

きまして、一部に修正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．修正理由 

平成 22 年８月期第２四半期（自 平成 21 年 12 月１日 至 平成 22 年２月 28 日）の決算集計の過

程で、連結子会社株式会社明野住宅の経過勘定において、平成 22 年８月期第１四半期（自 平成 21

年９月１日 至 平成 21 年 11 月 30 日）として処理すべき費用が 39,133 千円混入していることが判

明いたしましたので修正いたします。 

 

２．修正箇所 

修正箇所には下線を付しております。 

 

１ページ 

1. 平成 22 年８月期第１四半期の連結業績（平成 21 年９月１日～平成 21年 11 月 30 日） 

【修正前】 

 (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 ％

22 年８月期第１四半期 6,048 45.6 281 790.0 265 ― 166 ― 
21 年８月期第１四半期 4,154 △49.7 31 ― 7 ― △439 ― 
 

 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  

22 年８月期第１四半期 18 25 14 80     
21 年８月期第１四半期 △56 00 ― ―     
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 (2) 連結財政状態   

 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

22 年８月期第１四半期 9,317 3,120 33.1 186 92
21 年８月期 11,695 2,997 25.3 185 79 
（参考）自己資本    22 年８月期第１四半期 3,086 百万円  21 年８月期 2,959 百万円 

 

【修正後】 

 (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 ％

22 年８月期第１四半期 6,048 45.6 242 666.4 226 ― 127 ― 
21 年８月期第１四半期 4,154 △49.7 31 ― 7 ― △439 ― 
 

 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  

22 年８月期第１四半期 13 29 10 78     
21 年８月期第１四半期 △56 00 ― ―     
 
 (2) 連結財政状態   

 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

22 年８月期第１四半期 9,293 3,081 32.8 182 31
21 年８月期 11,695 2,997 25.3 185 79 
（参考）自己資本    22 年８月期第１四半期 3,047 百万円  21 年８月期 2,959 百万円 

 

４ページ 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 

【修正前】 

（前略） 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は 60 億 48 百万円（前年同期

比45.6％増）、仕掛販売用不動産の売却損も含めた営業利益を２億81百万円（前年同期比790.0％増）、

経常利益を２億 65 百万円（前年同期比 3,409.3％増）計上し、投資有価証券評価損も含めた四半期純

利益を１億 66 百万円（前年同期は四半期純損失 4億 39 百万円）計上いたしました。 

 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。 

① エコリフォーム事業 

株式会社骨太住宅及び株式会社明野住宅が係るエコリフォーム事業は、断熱屋根、断熱壁等の

商材が好調で予算を上回る売上実績を上げるとともに、収益も安定的に推移し、売上高は 12億

93 百万円（前年同期比 4.7％減少）となり、営業利益は２億 50 百万円（前年同期比 8.2％増）

となりました。また、平成 21 年 10 月に省エネルギー関連商材の普及を目的としてリニューア

ルオープンした"広島ショールーム"の来場者数は漸増しており、省エネに対するユーザーの関

心の高さをうかがわせております。 

② グリーンエネルギー事業 

株式会社サンテック、株式会社ハウスケア及び株式会社明野住宅が係るグリーンエネルギー事

業は、平成 21 年 11 月からスタートした新たな余剰電力買取制度※が追い風となりおおむね順

調な受注状況にあり、売上高は 37 億 42 百万円（前年同期比 102.2％増）、営業利益は２億 98

百万円（前年同期比 304.4％増）となりました。 

※ 発電力 10kw 未満の住宅用太陽光発電システムが発電した自家消費分の余剰電力について１

kw あたり 48 円の買取価額（従来の約２倍）で 10 年間電力会社に売却できる制度。 
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【修正後】 

（前略） 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は 60 億 48 百万円（前年同期

比45.6％増）、仕掛販売用不動産の売却損も含めた営業利益を２億42百万円（前年同期比666.4％増）、

経常利益を２億 26 百万円（前年同期比 2,892.6％増）計上し、投資有価証券評価損も含めた四半期純

利益を１億 27 百万円（前年同期は四半期純損失 4億 39 百万円）計上いたしました。 

 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。 

① エコリフォーム事業 

株式会社骨太住宅及び株式会社明野住宅が係るエコリフォーム事業は、断熱屋根、断熱壁等の

商材が好調で予算を上回る売上実績を上げるとともに、収益も安定的に推移し、売上高は 12億

93 百万円（前年同期比 4.7％減少）となり、営業利益は２億 33 百万円（前年同期比 0.6％増）

となりました。また、平成 21 年 10 月に省エネルギー関連商材の普及を目的としてリニューア

ルオープンした"広島ショールーム"の来場者数は漸増しており、省エネに対するユーザーの関

心の高さをうかがわせております。 

② グリーンエネルギー事業 

株式会社サンテック、株式会社ハウスケア及び株式会社明野住宅が係るグリーンエネルギー事

業は、平成 21 年 11 月からスタートした新たな余剰電力買取制度※が追い風となりおおむね順

調な受注状況にあり、売上高は 37 億 42 百万円（前年同期比 102.2％増）、営業利益は２億 76

百万円（前年同期比 275.0％増）となりました。 

※ 発電力 10kw 未満の住宅用太陽光発電システムが発電した自家消費分の余剰電力について１

kw あたり 48 円の買取価額（従来の約２倍）で 10 年間電力会社に売却できる制度。 

 

５ページ 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産・負債及び純資産の状況 

【修正前】 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、23 億 77 百万円減少し、

93 億 17 百万円となりました。また、負債につきましては、前連結会計年度末比 25 億円減少し 61 億

97 百万円、純資産につきましては、前連結会計年度末比１億 23 百万円増加し 31 億 20 百万円となりま

した。主な内容は以下のとおりであります。 

（中略） 

（純資産） 

純資産の増加は、四半期純利益の計上１億 66 百万、甲種新株予約権の行使による資本金及び資本準

備金が合計 56 百万円増加したことや配当金の支払１億 40 百万円によるものであります。 

 

【修正後】 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、24 億１百万円減少し、

92 億 93 百万円となりました。また、負債につきましては、前連結会計年度末比 24 億 85 百万円減少し

62 億 12 百万円、純資産につきましては、前連結会計年度末比 83 百万円増加し 30 億 81 百万円となり

ました。主な内容は以下のとおりであります。 

（中略） 

（純資産） 

純資産の増加は、四半期純利益の計上１億 27 百万円、甲種新株予約権の行使による資本金及び資本

準備金が合計 56 百万円増加したことや配当金の支払１億 40 百万円によるものであります。 
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(2) 連結キャッシュ・フローの状況 

【修正前】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は、20 億 19 百万円となり前第１四半

期連結会計期間に比べて 19 億 63 百万円増加いたしました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益

を１億 94 百万円計上したことや売上債権の回収による減少 16億 65 百万円、たな卸資産の売却による

減少８億 83 百万円並びに仕入債務の支払による減少８億 43 百万円によるものであります。 

 

【修正後】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は、20 億 19 百万円となり前第１四半

期連結会計期間に比べて 19 億 63 百万円増加いたしました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益

を１億 54 百万円計上したことや売上債権の回収による減少 16億 65 百万円、たな卸資産の売却による

減少８億 83 百万円並びに仕入債務の支払による減少８億 43 百万円によるものであります。 
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【修正前】（７ページ、８ページ） 

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11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21年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,431,872 2,029,712

受取手形及び売掛金 215,355 351,184

完成工事未収入金 1,290,047 2,819,700

商品 133,666 134,056

販売用不動産 528,874 581,712

仕掛販売用不動産 3,116 847,116

未成工事支出金 20,977 6,460

貯蔵品 4,892 5,221

繰延税金資産 218,116 208,866

その他 445,420 731,913

貸倒引当金 △17,516 △160,304

流動資産合計 5,274,823 7,555,641

固定資産

有形固定資産

土地 1,098,283 1,098,283

その他 857,661 851,330

有形固定資産合計 1,955,945 1,949,614

無形固定資産

のれん 880,627 915,248

その他 20,178 19,447

無形固定資産合計 900,806 934,696

投資その他の資産

投資有価証券 381,872 382,580

長期貸付金 109,226 222,763

その他 1,406,961 1,212,173

貸倒引当金 △712,308 △562,177

投資その他の資産合計 1,185,751 1,255,339

固定資産合計 4,042,503 4,139,651

資産合計 9,317,326 11,695,292
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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11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21年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 694 27,638

買掛金 1,027 2,900

工事未払金 2,656,606 3,471,299

短期借入金 1,644,016 1,859,305

未払法人税等 34,468 66,231

賞与引当金 45,615 25,358

その他 1,055,451 1,174,119

流動負債合計 5,437,878 6,626,854

固定負債

長期借入金 650,477 1,973,415

退職給付引当金 13,089 13,264

その他 95,639 84,549

固定負債合計 759,206 2,071,228

負債合計 6,197,084 8,698,082

純資産の部

株主資本

資本金 1,989,970 1,961,620

資本剰余金 916,548 949,848

利益剰余金 229,195 141,202

株主資本合計 3,135,713 3,052,671

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △49,473 △93,138

評価・換算差額等合計 △49,473 △93,138

新株予約権 4,143 8,062

少数株主持分 29,857 29,613

純資産合計 3,120,241 2,997,209

負債純資産合計 9,317,326 11,695,292
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【修正後】（７ページ、８ページ） 

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11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21年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,431,872 2,029,712

受取手形及び売掛金 215,355 351,184

完成工事未収入金 1,290,047 2,819,700

商品 133,666 134,056

販売用不動産 528,874 581,712

仕掛販売用不動産 3,116 847,116

未成工事支出金 20,977 6,460

貯蔵品 4,892 5,221

繰延税金資産 218,116 208,866

その他 421,627 731,913

貸倒引当金 △17,516 △160,304

流動資産合計 5,251,029 7,555,641

固定資産

有形固定資産

土地 1,098,283 1,098,283

その他 857,661 851,330

有形固定資産合計 1,955,945 1,949,614

無形固定資産

のれん 880,627 915,248

その他 20,178 19,447

無形固定資産合計 900,806 934,696

投資その他の資産

投資有価証券 381,872 382,580

長期貸付金 109,226 222,763

その他 1,406,961 1,212,173

貸倒引当金 △712,308 △562,177

投資その他の資産合計 1,185,751 1,255,339

固定資産合計 4,042,503 4,139,651

資産合計 9,293,532 11,695,292
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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11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21年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 694 27,638

買掛金 1,027 2,900

工事未払金 2,656,606 3,471,299

短期借入金 1,644,016 1,859,305

未払法人税等 34,468 66,231

賞与引当金 45,615 25,358

その他 1,070,791 1,174,119

流動負債合計 5,453,218 6,626,854

固定負債

長期借入金 650,477 1,973,415

退職給付引当金 13,089 13,264

その他 95,639 84,549

固定負債合計 759,206 2,071,228

負債合計 6,212,424 8,698,082

純資産の部

株主資本

資本金 1,989,970 1,961,620

資本剰余金 916,548 949,848

利益剰余金 190,061 141,202

株主資本合計 3,096,580 3,052,671

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △49,473 △93,138

評価・換算差額等合計 △49,473 △93,138

新株予約権 4,143 8,062

少数株主持分 29,857 29,613

純資産合計 3,081,108 2,997,209

負債純資産合計 9,293,532 11,695,292
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【修正前】（９ページ） 

(第１四半期連結累計期間) 

(2)四半期連結損益計算書

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
至 平成20年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
 至 平成21年11月30日)

売上高 4,154,866 6,048,246

売上原価 2,706,350 4,320,426

売上総利益 1,448,516 1,727,820

販売費及び一般管理費 1,416,850 1,445,991

営業利益 31,666 281,829

営業外収益

受取利息 4,060 1,396

持分法による投資利益 8,381 4,123

その他 4,987 7,671

営業外収益合計 17,429 13,192

営業外費用

支払利息 39,822 21,409

貸倒引当金繰入額 － 7,432

その他 1,699 399

営業外費用合計 41,521 29,240

経常利益 7,573 265,781

特別利益

貸倒引当金戻入額 600 652

固定資産売却益 30 －

保険解約返戻金 32,733 －

特別利益合計 33,363 652

特別損失

固定資産除却損 8 315

会員権評価損 － 1,238

関係会社整理損 － 3,799

たな卸資産廃棄損 1,730 －

たな卸資産評価損 320,343 －

投資有価証券売却損 27,651 －

投資有価証券評価損 90,966 55,196

訴訟関連損失 30,971 11,760

特別損失合計 471,671 72,310

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△430,734 194,123

法人税、住民税及び事業税 10,265 30,529

法人税等調整額 △2,684 △3,201

法人税等合計 7,581 27,327

少数株主利益 1,601 243

四半期純利益又は四半期純損失（△） △439,917 166,552
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【修正後】（９ページ） 

(第１四半期連結累計期間) 

(2)四半期連結損益計算書

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
至 平成20年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
 至 平成21年11月30日)

売上高 4,154,866 6,048,246

売上原価 2,706,350 4,320,426

売上総利益 1,448,516 1,727,820

販売費及び一般管理費 1,416,850 1,485,124

営業利益 31,666 242,695

営業外収益

受取利息 4,060 1,396

持分法による投資利益 8,381 4,123

その他 4,987 7,671

営業外収益合計 17,429 13,192

営業外費用

支払利息 39,822 21,409

貸倒引当金繰入額 － 7,432

その他 1,699 399

営業外費用合計 41,521 29,240

経常利益 7,573 226,647

特別利益

貸倒引当金戻入額 600 652

固定資産売却益 30 －

保険解約返戻金 32,733 －

特別利益合計 33,363 652

特別損失

固定資産除却損 8 315

会員権評価損 － 1,238

関係会社整理損 － 3,799

たな卸資産廃棄損 1,730 －

たな卸資産評価損 320,343 －

投資有価証券売却損 27,651 －

投資有価証券評価損 90,966 55,196

訴訟関連損失 30,971 11,760

特別損失合計 471,671 72,310

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△430,734 154,990

法人税、住民税及び事業税 10,265 30,529

法人税等調整額 △2,684 △3,201

法人税等合計 7,581 27,327

少数株主利益 1,601 243

四半期純利益又は四半期純損失（△） △439,917 127,418
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【修正前】（10ページ、11ページ） 
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
至 平成20年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△430,734 194,123

減価償却費 38,411 36,701

のれん償却額 53,577 63,021

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,303 20,257

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,031 7,343

受取利息及び受取配当金 △4,060 △1,396

支払利息 39,822 21,409

固定資産売却損益（△は益） △30 －

固定資産除却損 8 315

投資有価証券評価損益（△は益） 90,966 55,196

投資有価証券売却損益（△は益） 27,651 －

関係会社整理損 － 3,799

売上債権の増減額（△は増加） △678,158 1,665,481

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,219 883,041

前渡金の増減額（△は増加） △7,337 △9,994

仕入債務の増減額（△は減少） 589,701 △843,510

未成工事受入金の増減額（△は減少） 93,358 19,787

未払金の増減額（△は減少） 67,618 △102,311

前受金の増減額（△は減少） △53,023 △484

その他 150,692 101,384

小計 78,019 2,114,165

利息及び配当金の受取額 15,368 1,420

利息の支払額 △37,809 △37,881

法人税等の還付額 564 －

法人税等の支払額 △458 △58,445

営業活動によるキャッシュ・フロー 55,683 2,019,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 67,848 －

投資有価証券の取得による支出 △899 △10,700

有形固定資産の売却による収入 30 －

有形固定資産の取得による支出 △1,368 △20,019

無形固定資産の取得による支出 △215 △1,400

定期預金の払戻による収入 183,232 212,890

定期預金の預入による支出 △103,000 △194,000

敷金及び保証金の回収による収入 3,746 5,904

敷金及び保証金の差入による支出 △2,491 △5,800

短期貸付金の回収による収入 － 15,162

短期貸付けによる支出 △16,964 △5,000

長期貸付金の回収による収入 25,624 18,682

長期貸付けによる支出 △6,120 △7,442

事業譲受による支出 － △30,000

その他 53 1,438

投資活動によるキャッシュ・フロー 149,476 △20,284
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
至 平成20年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △165,000 △290,000

長期借入金の返済による支出 △567,317 △1,248,227

株式の発行による収入 － 52,290

配当金の支払額 △31 △128,557

リース債務の返済による支出 － △227

財務活動によるキャッシュ・フロー △732,348 △1,614,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △527,188 384,252

現金及び現金同等物の期首残高 1,341,808 1,774,978

現金及び現金同等物の四半期末残高 814,620 2,159,230
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【修正後】（10ページ、11ページ） 
(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
至 平成20年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△430,734 154,990

減価償却費 38,411 36,701

のれん償却額 53,577 63,021

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,303 20,257

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,031 7,343

受取利息及び受取配当金 △4,060 △1,396

支払利息 39,822 21,409

固定資産売却損益（△は益） △30 －

固定資産除却損 8 315

投資有価証券評価損益（△は益） 90,966 55,196

投資有価証券売却損益（△は益） 27,651 －

関係会社整理損 － 3,799

売上債権の増減額（△は増加） △678,158 1,665,481

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,219 883,041

前渡金の増減額（△は増加） △7,337 △9,994

仕入債務の増減額（△は減少） 589,701 △843,510

未成工事受入金の増減額（△は減少） 93,358 19,787

未払金の増減額（△は減少） 67,618 △86,971

前受金の増減額（△は減少） △53,023 △484

その他 150,692 125,178

小計 78,019 2,114,165

利息及び配当金の受取額 15,368 1,420

利息の支払額 △37,809 △37,881

法人税等の還付額 564 －

法人税等の支払額 △458 △58,445

営業活動によるキャッシュ・フロー 55,683 2,019,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 67,848 －

投資有価証券の取得による支出 △899 △10,700

有形固定資産の売却による収入 30 －

有形固定資産の取得による支出 △1,368 △20,019

無形固定資産の取得による支出 △215 △1,400

定期預金の払戻による収入 183,232 212,890

定期預金の預入による支出 △103,000 △194,000

敷金及び保証金の回収による収入 3,746 5,904

敷金及び保証金の差入による支出 △2,491 △5,800

短期貸付金の回収による収入 － 15,162

短期貸付けによる支出 △16,964 △5,000

長期貸付金の回収による収入 25,624 18,682

長期貸付けによる支出 △6,120 △7,442

事業譲受による支出 － △30,000

その他 53 1,438

投資活動によるキャッシュ・フロー 149,476 △20,284
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
至 平成20年11月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △165,000 △290,000

長期借入金の返済による支出 △567,317 △1,248,227

株式の発行による収入 － 52,290

配当金の支払額 △31 △128,557

リース債務の返済による支出 － △227

財務活動によるキャッシュ・フロー △732,348 △1,614,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △527,188 384,252

現金及び現金同等物の期首残高 1,341,808 1,774,978

現金及び現金同等物の四半期末残高 814,620 2,159,230
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13 ページ 

(5) セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成 21 年９月１日 至 平成 21 年 11 月 30 日） 

【修正前】 
 

 
エコリフォー

ム事業 
(千円) 

グリーンエネ
ルギー事業
(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 

1,293,196 3,742,537 1,012,513 6,048,246 ― 6,048,246

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 1,293,196 3,742,537 1,012,513 6,048,246 ― 6,048,246

営業利益又は営業損失（△） 250,532 298,247 △116,063 432,715 (150,886) 281,829

 

【修正後】 
 

 
エコリフォ
ーム事業 
(千円) 

グリーンエネ
ルギー事業
(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 

1,293,196 3,742,537 1,012,513 6,048,246 ― 6,048,246

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ―

計 1,293,196 3,742,537 1,012,513 6,048,246 ― 6,048,246

営業利益又は営業損失（△） 233,052 276,593 △116,063 393,581 (150,886) 242,695

 

以  上 
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