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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 18,187 △20.1 △218 ― △401 ― △955 ―

22年3月期第2四半期 22,767 △13.9 292 108.5 82 ― 133 ―

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

23年3月期第2四半期 △5.67 ―

22年3月期第2四半期 0.79 ―

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

23年3月期第2四半期 25,865 7,705 29.6 45.47
22年3月期 29,019 8,731 29.9 51.59

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  7,660百万円 22年3月期  8,690百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23年3月期 0.00 0.00

23年3月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 41,000 △8.6 750 △9.2 500 37.9 20 △72.1 0.12



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金
融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 168,515,184株 22年3月期  168,515,184株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  48,658株 22年3月期  45,979株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 168,468,187株 22年3月期2Q 168,356,578株
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（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、海外経済の改善や各種政策効果等を背景に、企業業績に回復傾

向が見られ、景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかし、失業率は依然高止まりしており、デフレの影響、円

高や株安等により、景気に対する先行き不透明感は継続する状況が続きました。  

住宅市場におきましては、過去 大規模の住宅ローン減税、贈与税非課税枠の拡充、住宅エコポイント等の各種

住宅関連政策により、住宅着工戸数に持ち直しの動きが見られたものの、所得環境は依然厳しく、雇用の先行きに対

する不安は継続し、本格的な回復には至りませんでした。 

 このような環境の中で、当社グループは、快適性（健康配慮）、長寿命、エコロジー・エコノミー等充実の基本性

能を兼ね備えた、“エス・バイ・エルらしい”、“家族みんなが「笑顔」になれる”長期優良住宅商品『快適空間の

ある住まい「家族謳歌（かぞくおうか）」』を、平成22年4月29日に発売し、販売強化に努めました。また、国土交

通省平成22年度第1回「長期優良住宅先導事業」におきましては、先導的住宅の普及を図る当社提案が評価され、維

持管理流通強化部門で採択されました。更には、従来から取り組んでいる温浴施設に加え、高齢化社会への対応や地

域社会への貢献の面からも有益な高齢者専用賃貸住宅、デイサービス等の医療・介護分野への取り組みを強化しまし

た。リフォーム事業におきましては、大型リフォーム案件への取り組み強化の一環として、営業・生産体制の見直し

を行い、受注拡大への基盤を整備しました。 

 以上の結果、売上高は181億８千７百万円（前年同期比20.1％減）となりました。営業損失は２億１千８百万円

（前年同期は２億９千２百万円）、経常損失は４億１百万円（前年同期は８千２百万円）、四半期純損失は希望退職

制度の実施に伴う影響額２億８千８百万円及び資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う影響額１億６千４百万円

を特別損失に計上したこと等により９億５千５百万円（前年同期は１億３千３百万円）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

[住宅事業] 

 当社グループ主力事業である住宅事業部門につきましては、技術力・設計力・デザイン力を結集し、「快適性（健

康配慮）、長寿命、エコロジー・エコノミー」を実現した商品『家族謳歌』を投入、現場を大事にし、お客様に尽く

し感動いただくことを追求するという方針を掲げ、取り組んだ結果、売上高は151億３千９百万円となり、営業利益

は１億３千３百万円となりました。 

  

[リフォーム事業] 

 リフォーム部門につきましては、メンテナンス部門との連携強化、既存顧客の増改築を中心としながら、大型リ

フォームへの取り組みを強化する基盤を整備した結果、売上高は27億８千５百万円となり、営業利益は１億４千６百

万円となりました。 

  

[不動産賃貸事業] 

不動産賃貸事業につきましては、既存物件の売却による部屋数の減少、単価の減少等により、売上高は２億２千

２百万円となり、営業利益は１億３百万円となりました。 

  

[その他の事業] 

 その他事業につきましては、保険代理業収入・リース収入等で、売上高は４千万円となり、営業利益は１千９百万

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、38億３千８百万円となりま

した。  

 当第２四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） 

 当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは△14億２千８百万円（前年同期比５億１

千７百万円増）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失△８億９千６百万円の計上、仕入債務の減少

（△３億２千８百万円）、たな卸資産の増加（３千１百万円）、売上債権の増加（△６億５千９百万円）、未成工事

受入金の増加（１億１千２百万円）等によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは８千１百万円（前年同期比４億３千４百

万円増）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出（△５千９百万円）、有形固定資産の売却によ

る収入（２億８百万円）等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） 

 当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは△19億９千８百万円（前年同期比20億６

千１百万円減）となりました。これは主に、短期借入金の返済（△12億円）及び長期借入金の返済（△７億６千６百

万円）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23年3月期の連結業績予想につきましては、平成22年5月14日の平成22年3月期決算発表時に公表しました計画

を修正しております。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 ①会計処理基準に関する事項の変更  

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ12百万円増加し、税金等調整前四半期純損失

は174百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は250百万円であり

ます。 

  

   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,838 7,184

受取手形・完成工事未収入金等 5,214 4,554

未成工事支出金 365 334

販売用不動産 2,026 1,929

仕掛販売用不動産 0 27

材料貯蔵品 250 261

その他 610 768

貸倒引当金 △162 △184

流動資産合計 12,142 14,875

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,451 8,224

土地 7,977 8,262

その他 942 994

減価償却累計額 △5,249 △5,028

有形固定資産計 12,121 12,453

無形固定資産 500 531

投資その他の資産   

その他 1,981 1,979

貸倒引当金 △881 △820

投資その他の資産計 1,100 1,159

固定資産合計 13,722 14,144

資産合計 25,865 29,019

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 5,914 6,242

短期借入金 3,800 5,000

1年内返済予定の長期借入金 3,380 2,396

未払法人税等 60 99

未成工事受入金 1,347 1,234

賞与引当金 53 53

完成工事補償引当金 201 172

その他 1,240 1,359

流動負債合計 15,996 16,558

固定負債   

長期借入金 － 1,750

退職給付引当金 62 39

資産除去債務 251 －

その他 1,849 1,939

固定負債合計 2,163 3,729

負債合計 18,159 20,288
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,968 7,968

利益剰余金 △600 355

自己株式 △6 △6

株主資本合計 7,361 8,317

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7 0

繰延ヘッジ損益 △178 △96

土地再評価差額金 469 469

評価・換算差額等合計 298 373

新株予約権 3 1

少数株主持分 42 39

純資産合計 7,705 8,731

負債純資産合計 25,865 29,019
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 22,767 18,187

売上原価 16,966 13,355

売上総利益 5,800 4,831

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,202 1,141

貸倒引当金繰入額 46 14

従業員給料手当 2,081 1,858

賞与引当金繰入額 20 20

退職給付費用 178 95

その他 1,978 1,920

販売費及び一般管理費合計 5,508 5,050

営業利益又は営業損失（△） 292 △218

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 1 －

受取賃貸料 20 9

デリバティブ評価益 28 41

その他 49 47

営業外収益合計 102 101

営業外費用   

支払利息 174 131

支払手数料 107 81

その他 30 70

営業外費用合計 313 283

経常利益又は経常損失（△） 82 △401

特別利益   

固定資産売却益 － 1

退職給付制度終了益 280 －

その他 0 0

特別利益合計 280 1

特別損失   

減損損失 138 37

固定資産除売却損 38 5

早期割増退職金 － 288

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 164

その他 10 －

特別損失合計 187 496

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（△）

176 △896

法人税、住民税及び事業税 48 68

法人税等調整額 △6 △12

法人税等合計 41 56

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △952

少数株主利益 0 3

四半期純利益又は四半期純損失（△） 133 △955

－ 6 －



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 14,725 11,626

売上原価 10,732 8,279

売上総利益 3,993 3,346

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 553 560

貸倒引当金繰入額 25 △3

従業員給料手当 1,021 921

賞与引当金繰入額 6 11

退職給付費用 90 46

その他 970 942

販売費及び一般管理費合計 2,669 2,478

営業利益 1,323 867

営業外収益   

受取利息 1 1

受取賃貸料 10 4

デリバティブ評価益 18 21

その他 24 24

営業外収益合計 55 51

営業外費用   

支払利息 91 64

支払手数料 54 41

その他 13 38

営業外費用合計 158 144

経常利益 1,220 774

特別利益   

退職給付制度終了益 280 －

その他 0 0

特別利益合計 280 0

特別損失   

減損損失 138 37

固定資産除売却損 19 5

その他 10 －

特別損失合計 167 42

税金等調整前四半期純利益 1,333 731

法人税、住民税及び事業税 29 43

法人税等調整額 △3 △0

法人税等合計 26 43

少数株主損益調整前四半期純利益 － 688

少数株主利益 0 2

四半期純利益 1,306 686

－ 7 －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

176 △896

減価償却費 328 290

減損損失 138 37

引当金の増減額（△は減少） △687 90

受取利息及び受取配当金 △4 △2

支払利息 174 131

売上債権の増減額（△は増加） △2,896 △659

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,795 △31

仕入債務の増減額（△は減少） △415 △328

未成工事受入金の増減額（△は減少） △48 112

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 164

その他 △212 △143

小計 △1,653 △1,236

利息及び配当金の受取額 4 3

利息の支払額 △175 △124

法人税等の支払額 △120 △70

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,945 △1,428

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △50 －

有形固定資産の取得による支出 △192 △59

有形固定資産の売却による収入 10 208

長期貸付けによる支出 △3 △12

長期貸付金の回収による収入 24 9

その他 △140 △64

投資活動によるキャッシュ・フロー △352 81

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） 1,300 △1,200

長期借入金の返済による支出 △1,231 △766

リース債務の返済による支出 － △6

少数株主への配当金の支払額 △5 －

その他 △0 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー 62 △1,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,235 △3,345

現金及び現金同等物の期首残高 9,113 7,184

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  6,878 ※  3,838

－ 8 －



 該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日）  

（注）１．事業区分の方法  

  事業区分は事業内容の類似性により区分しております。 

  ２．各事業の主要な製品（商品又は役務を含む） 

 (1）住宅事業………………戸建住宅・アパートメントハウス・戸建分譲住宅・分譲マンション・ 

 住宅リフォーム・代理店向け建設用部材・一般建設用資材・ 

 住宅のフランチャイズ事業収入 

 (2）不動産賃貸事業………賃貸料収入 

 (3）その他の事業…………室内装飾品・リース収入・保険代理業収入 

  ３．会計処理の方法の変更 

 売上高の計上基準の変更 

 「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」に記載のとおり、第1四半期連結

会計期間から請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適

用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、第２四半期連結会計期間末までの進捗部分につ

いて成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、

その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
住宅事業

（百万円）

不動産賃貸

事業 

（百万円）

その他の 

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 14,465 161 97 14,725 － 14,725

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 0 3 3 (3) －

計 14,465 162 101 14,729 (3) 14,725

営業利益 1,527 81 36 1,645 (321) 1,323

  
住宅事業

（百万円）

不動産賃貸

事業 

（百万円）

その他の 

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 22,283 335 147 22,767 － 22,767

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 1 5 7 (7) －

計 22,283 337 153 22,774 (7) 22,767

営業利益 761 173 50 986 (693) 292

－ 9 －



 この変更により、住宅事業の売上高が5,878百万円増加し、営業利益は1,664百万円増加しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４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。 

  

－ 10 －



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日）  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

当社は、製品・サービス別の製造販売体制を置き、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案

し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は製造販売体制を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「住宅事

業」、「リフォーム事業」及び「不動産賃貸事業」の３つを報告セグメントとしております。  

「住宅事業」は、戸建住宅、アパートメントハウス等の請負事業、戸建住宅、マンション等の分譲事業、代

理店向け建設用部材販売、一般建設部材販売、室内装飾品販売、住宅のフランチャイズ事業等を行っておりま

す。  

  「リフォーム事業」は住宅等のリフォーム工事請負事業を行っております。 

  「不動産賃貸事業」は住宅、マンション、商業施設等の賃貸を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

(単位：百万円)

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース事業及び保険事

業を含んでおります。 

   ２．セグメント利益又は損失の調整額△621百万円には、セグメント間の取引消去△５百万円及び各報

告セグメントに配分していない全社費用△616百万円が含まれております。全社費用は、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

   ３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

  

  

報告セグメント
その他
(注)１

合計 
調整額 
（注）２

四半期連
結損益計
算書計上

額 
（注）３

住宅事業 
リフォ
ーム事
業 

不動産
賃貸事
業 

計

売上高                 

外部顧客に対する売

上高 
 15,139  2,785  222  18,146  40  18,187  －  18,187

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 0  －  1  2  3  5  5  －

計  15,140  2,785  223  18,149  43  18,192  △5  18,187

セグメント利益又は損

失（△） 
 133  146  103  383  19  403  △621  △218
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 当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日)   

(単位：百万円)

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リース事業及び保険事

業を含んでおります。 

   ２．セグメント利益又は損失の調整額△282百万円には、セグメント間の取引消去△１百万円及び各報

告セグメントに配分していない全社費用△280百万円が含まれております。全社費用は、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

   ３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 当第２四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及

び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

(追加情報) 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21

年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日)を適用しております。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

報告セグメント
その他
(注)１

合計 
調整額 
（注）２

四半期連
結損益計
算書計上

額 
（注）３

住宅事業 
リフォ
ーム事
業 

不動産
賃貸事
業 

計

売上高                 

外部顧客に対する売

上高 
 9,895  1,602  108  11,606  19  11,626  －  11,626

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  0  0  1  1  1  －

計  9,895  1,602  109  11,606  20  11,627  △1  11,626

セグメント利益又は損

失（△） 
 958  120  60  1,140  9  1,149  △282  867

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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生産、受注及び販売の状況 

(1）受注状況 

 当第２四半期連結累計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 なお、当社グループ（当社及び連結子会社）では住宅事業及びリフォーム事業以外は受注生産を行っておりませ

ん。 

(2）売上実績 

  当第２四半期連結累計期間における売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

  （注）１．事業セグメントの変更に伴い、前年同四半期比較については記載しておりません。 

      ２．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  ３．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  ４．当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載しておりません。 

  

  

４．補足情報

セグメントの名称 
受注高 

（百万円） 
前年同四半期比

（％）  
受注残高
（百万円） 

 前年同四半期比
（％） 

住宅事業   16,810  －   16,555  －

リフォーム事業   2,871  －   966  －

計   19,682  －  17,522  －

セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

  
前年同四半期比（％）  

  

住宅事業（百万円）  15,139  －

リフォーム事業（百万円）  2,785  －

不動産賃貸事業（百万円）  222  －

 報告セグメント計（百万円）  18,146  －

その他の事業（百万円）  40  －

合計（百万円）  18,187  －
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