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平成 24年 5月 17日 
各 位 
                              上場会社名   フリージア・マクロス株式会社 
                              （コード番号  ６３４３） 
                              代表者     代表取締役社長 奥山 一寸法師 
                              問合せ先責任者 経理部長 篠崎 温儀 
                              （電話番号   03-5818-1522） 

 

（訂正）「平成 22 年 3 月期 第３四半期決算短信」 

 
 平成 22 年 2 月 12 日に開示いたしました「平成 22 年 3 月期 第３四半期決算短信」について訂正がありましたのでお

知らせします。なお訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

１．訂正の内容 

【新規連結子会社の資本連結仕訳】 
平成 21年 3月期より当社の連結子会社であるフリージアトレーディング株式会社が株式会社ピコイに対
する支配関係を有することとなったため、当社が間接所有する形となりました。その際の資本連結仕訳

において、当社の持分が０％であることを重視し、株式会社ピコイの純資産をすべて少数株主持分とし

て認識をし、フリージアトレーディング株式会社の投資額全額 643 百万円をのれんとして認識しました。
しかしながら、社内外の専門家を交えて会計基準を慎重に検討した結果、訂正が必要と判断いたしまし

た。 
今回の訂正において、フリージアトレーディング株式会社を含めた当社グループの株式持分比率を親会

社持分として認識するとともに、株式会社ピコイの取得価額 643 百万円と純資産の持分相当額との差額
194 百万円は負ののれんと認識することにいたします。また、当社グループ以外の持分比率については
少数株主持分として 1,027百万円認識いたします。 

【少数株主の負担に関して】 
  従来、当社の連結子会社であるフリージアトレーディング株式会社が個別決算において債務超過であっ

たため、損失の負担能力がないものと判断し、親会社負担としておりました。しかしながら、平成 21年
3月期より、少数株主持分が 1,027百万円増加し、フリージアトレーディング株式会社においても連結で
判断した場合、十分な負担能力を有するものと判断いたしました。したがいまして、今回の訂正におい

て、フリージアトレーディング株式会社及び同社の債務超過の連結子会社の損失負担についても、親会

社負担とする必要がないものとしております。 
【有価証券評価差額金等の認識に関する会計処理】 
有価証券評価差額金の認識に関して、上記の考え方との首尾一貫性を保つために、当期純利益項目のみ

ならず、有価証券評価差額金の変動の認識に関して少数株主への負担関係の見直しを行う所存でありま

す。また、当該処理に関して当社調査の結果、持分法適用関連会社に関する有価証券評価差額金の支配

権獲得日以降の変動の認識及び持分法適用関連会社の自己株式の取得にともなう持分の変動の認識に関

する会計処理に誤謬が見つかりましたので、同時に訂正いたします。 
 

２．訂正の理由 

当社は各決算において監査法人の監査を受けたうえで適正である旨の監査報告書を受領しております。

しかしながら、社内外の専門家を交えて慎重に検討した結果、過年度に遡って決算の訂正が必要である

と判断いたしました。 
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（サマリー情報） 

１. 平成 22 年 3月期第３四半期の連結業績（平成 21 年 4 月 1日～平成 21 年 12 月 31 日） 

（１）連結経営成績(累計) 

【訂正前】 

（％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 １株当たり四

半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

22 年３月期

第３四半期 

8,729 134.6 695 ― 679 ― 150 ― 0.33

21 年３月期

第３四半期 

3,721 ― △184 ― △367 ― △77 ― △0.17

 

【訂正後】 

（％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 １株当たり四

半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

22 年３月期

第３四半期 

8,729 134.6 719 ― 713 ― △5 ― △0.01

21 年３月期

第３四半期 

3,721 ― △184 ― △367 ― △77 ― △0.17

 

（２）連結財政状態 

【訂正前】 

 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３月期第３四半期 15,483 7,106 28.2 9.70

21 年３月期 14,600 6,854 29.1 9.44

（参考）自己資本   22 年 3 月期第３四半期  4,365 百万円   21 年 3 月期  4,249 百万円 

 

【訂正後】 

 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３月期第２四半期 14,687 6,264 30.2 9.86

21 年３月期 13,705 5,958 32.5 9.90

（参考）自己資本   22 年 3 月期第３四半期  4,437 百万円   21 年 3 月期  4,454 百万円 

 

 １．連結経営成績に関する定性的情報 
（訂正前） 

－前略－ 

 かかる情勢の下での当グループの経営成績は、売上高は、8,729百万円と前年同期と比べ5,008百万円（134.6％）増

加しました。また営業利益は、695百万円と前年同期と比べ879百万円の増加、経常利益は、679百万円と前年同期比

1,047百万円の増加、四半期純利益は、150百万円と前年同期比227百万円の増加となりました。 

－後略－ 

  

（訂正後） 

－前略－ 

 かかる情勢の下での当グループの経営成績は、売上高は、8,729百万円と前年同期と比べ5,008百万円（134.6％）増

加しました。また営業利益は、719百万円と前年同期と比べ904百万円の増加、経常利益は、713百万円と前年同期比

1,081百万円の増加、四半期純損失は、5百万円と前年同期比72百万円の増加となりました。 
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－後略－ 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ883百万円増加し、15,483百万円となりました。

主な要因は、現金預金が214百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が538百万円増えたことなどによります。 

 また、負債は、前連結会計期間末に比べ、631百万円増加し、8,376百万円となりました。主な要因は、短期借入金が

199百万円及び未払法人税等が347百万円増えたことなどによります。 

 この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ252百万円増加し、7,106百万円となりました。 

 －後略－ 

  

（訂正後） 
 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ982百万円増加し、14,687百万円となりました。

主な要因は、現金預金が214百万円減少しましたが、短期貸付金が861百万円増えたことなどによります。 

 また、負債は、前連結会計期間末に比べ、676百万円増加し、8,422百万円となりました。主な要因は、短期借入金が

199百万円及び未払法人税等が347百万円増えたことなどによります。 

 この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ306百万円増加し、6,264百万円となりました。 

 －後略－ 
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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 

（訂正前） 

（単位：千円）  

  
当第3四半期連結会計期間末 
（平成21年12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21年3月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金   1,314,752  1,528,999

  受取手形及び売掛金 1,211,869  673,024

  たな卸資産  2,397,028   2,363,254

 短期貸付金  1,542,564   681,049

 未収入金  89,965   776,645

 繰延税金資産  84,832   73,223

 その他  351,667   221,651

 貸倒引当金  △80,598   △59,916

 流動資産合計  6,912,082   6,257,932

固定資産 

 有形固定資産  

  建物及び構築物  2,416,275  2,410,968

  機械装置及び運搬具  513,938  577,098

  土地  3,751,901   3,705,439

  その他  145,151   197,044

  建設仮勘定  49,980   19,221

  減価償却累計額  △1,838,002   △1,865,500

  減損損失累計額  △256,393   △254,515

  有形固定資産合計  4,782,851   4,789,757

無形固定資産 

借地権 134,284   134,284

のれん  749,072   816,747

電話加入権  24,920   24,920

その他  2,761   4,344

無形固定資産合計  911,039  980,296

投資その他の資産 

投資有価証券 50,378  53,165

関係会社株式  1,935,768   1,932,718
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長期貸付金  653,980   571,353

繰延税金資産  82,393   74,131

その他  532,460   321,677

貸倒引当金  △377,186   △380,758

投資その他の資産合計  2,877,794   2,572,287

固定資産合計  8,571,685  8,342,342

資産合計  15,483,768  14,600,274

負債の部 

流動負債 

 支払手形及び買掛金  874,046   1,171,549

 短期借入金  1,253,096   1,053,975

 1年内返済予定の長期借入金  550,115  642,180

 1年内償還予定の社債  262,000   238,500

 未払金  220,418   200,380

 未払費用  272,646   284,203

 未成工事受入金  430,163   335,160

 未払法人税等  398,571   50,712

 未払消費税等  32,686   44,625

 完成工事補償引当金  92,558   88,013

 賞与引当金  55,710   37,690

 その他  779,256   90,796

 流動負債合計  5,221,268   4,237,789

固定負債 

社債 828,500  1,014,500

長期借入金  1,880,895   2,040,671

長期未払金  248,029   245,271

退職給付引当金  132,284   132,453

その他  65,892   74,897

固定負債合計  3,155,601   3,507,794

負債合計  8,376,869 7,745,583

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,077,766  2,077,766

資本剰余金  973,803   973,803

利益剰余金  1,332,456   1,370,269
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自己株式  △18,078  △17,812

株主資本合計  4,365,947   4,404,027

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △61  △154,789

評価・換算差額等合計  △61   △154,789

少数株主持分  2,741,012  2,605,453

純資産合計  7,106,899  6,854,691

負債純資産合計  15,483,768  14,600,274
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（訂正後） 

（単位：千円）  

  
当第3四半期連結会計期間末 
（平成21年12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21年3月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金   1,314,752  1,528,999

  受取手形及び売掛金 1,211,869  1,411,818

  たな卸資産  2,397,028
 

 
 2,363,254

 短期貸付金  1,542,564   681,049

 未収入金  89,965  37,852

 繰延税金資産  84,832   73,223

 その他  351,667   221,651

 貸倒引当金  △80,598   △59,916

 流動資産合計  6,912,082   6,257,932

固定資産 

 有形固定資産  

  建物及び構築物  2,416,275  2,410,968

  機械装置及び運搬具  513,938  577,098

  土地  3,751,901   3,705,439

  その他  145,151   197,044

  建設仮勘定  49,980   19,221

  減価償却累計額  △1,838,002   △1,865,500

  減損損失累計額  △256,393   △254,515

  有形固定資産合計  4,782,851   4,789,757

無形固定資産 

借地権 134,284   134,284

電話加入権  24,920   24,920

その他  2,761   4,344

無形固定資産合計 161,966 163,549

投資その他の資産 

投資有価証券 50,378  53,165

関係会社株式  1,888,572  1,863,841

長期貸付金  653,980   571,353

繰延税金資産  82,185  64,486

その他  532,460   321,677
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貸倒引当金  △377,186   △380,758

投資その他の資産合計 2,830,391  2,493,766

固定資産合計  7,775,209 7,447,072

資産合計 14,687,291 13,705,005

負債の部 

流動負債 

 支払手形及び買掛金  874,046   1,171,549

 短期借入金  1,253,096   1,053,975

 1年内返済予定の長期借入金  550,115  642,180

 1年内償還予定の社債  262,000   238,500

 未払金  220,418   200,380

 未払費用  272,646   284,203

 未成工事受入金  430,163   335,160

 未払法人税等  398,571   50,712

 未払消費税等  32,686   44,625

 完成工事補償引当金  92,558   88,013

 賞与引当金  55,710   37,690

 その他  779,256   90,796

 流動負債合計  5,221,268   4,237,789

固定負債 

社債 828,500  1,014,500

長期借入金  1,880,895   2,040,671

長期未払金  248,029   245,271

退職給付引当金  132,284   132,453

負ののれん 46,972  10,720

その他  64,814  65,252

固定負債合計  3,201,495  3,508,870

負債合計  8,422,763 7,746,659

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,077,766  2,077,766

資本剰余金  973,803   973,803

利益剰余金  1,477,974  1,492,560

自己株式  △18,078  △17,812

株主資本合計  4,511,466  4,526,318
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評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △73,659  △71,681

評価・換算差額等合計  △73,659  △71,681

少数株主持分 1,826,721 1,503,709

純資産合計 6,264,528 5,958,346

負債純資産合計 14,687,291 13,705,005
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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】 

（訂正前） 

（単位：千円）  

  
前第3四半期連結累計期間 
（自 平成20年4月１日 

   至 平成20年12月31日） 

当第3四半期連結累計期間 
（自 平成21年4月１日 

    至 平成21年12月31日） 

売上高  3,721,136   8,729,645

売上原価  2,831,951  5,419,865

売上総利益  889,184   3,309,779

販売費及び一般管理費  1,073,861   2,614,559

営業利益又は営業損失(△) △184,676  695,219

営業外収益 

受取利息  2,325  3,695

受取配当金  -   1,666

投資有価証券売却益  42,121   -

負ののれん償却額  -   9,120

持分法による投資利益  -   4,019

助成金収入  -   49,592

その他  47,893   66,984

営業外収益合計  92,340   135,078

営業外費用 

支払利息 67,931  85,705

社債発行費  28,874   -

持分法による投資損失  89,615   -

その他  88,852   64,814

営業外費用合計  275,274   150,519

経常利益又は経常損失(△)  △367,610   679,778

特別利益 

 損害賠償金 41,860  -

 前期損益修正益  20,324   6,100

 貸倒引当金戻入額  3,759   18,536

 賞与引当金戻入額  -   5,000

 退職給付引当金戻入額  -   14,250

 その他  131,372   3

 特別利益合計  197,315   43,891

特別損失  
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 貸倒損失  10,054   38,101

 減損損失  -   1,904

 固定資産除却損  -   5,734

 訴訟関連損失  39,866   -

 前期損益修正損  16,704   -

 その他  5,186   -

 特別損失合計  71,811   45,740

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(△)  △242,106  677,929

法人税、住民税及び事業税  11,476  419,835

法人税等還付税額 △7,170  -

法人税等調整額  △3,695   △28,186

法人税等合計  610   391,649

少数株主利益又は少数株主損失(△)  △164,985   136,258

四半期純利益又は四半期純損失（△）  △77,731   150,021
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（訂正後） 

（単位：千円）  

  
前第3四半期連結累計期間 
（自 平成20年4月１日 

    至 平成20年12月31日） 

当第3四半期連結累計期間 
（自 平成21年4月１日 

    至 平成21年12月31日） 

売上高  3,721,136   8,729,645

売上原価  2,831,951  5,419,865

売上総利益  889,184   3,309,779

販売費及び一般管理費  1,073,861   2,590,445

営業利益又は営業損失(△) △184,676 719,334

営業外収益 

受取利息  2,325  3,695

受取配当金  -   1,666

投資有価証券売却益  42,121   -

負ののれん償却額  -  16,428

持分法による投資利益  -  6,361

助成金収入  -   49,592

その他  47,893   66,984

営業外収益合計  92,340  144,728

営業外費用 

支払利息 67,931  85,705

社債発行費  28,874   -

持分法による投資損失  89,615   -

その他  88,852   64,814

営業外費用合計  275,274   150,519

経常利益又は経常損失(△)  △367,610   713,543

特別利益 

 損害賠償金 41,860  -

 前期損益修正益  20,324   6,100

 貸倒引当金戻入額  3,759   18,536

 賞与引当金戻入額  -   5,000

 退職給付引当金戻入額  -   14,250

 その他  131,372   3

 特別利益合計  197,315   43,891

特別損失  

 貸倒損失  10,054   38,101

 減損損失  -   1,904
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 固定資産除却損  -   5,734

 訴訟関連損失  39,866   -

 前期損益修正損  16,704   -

 その他  5,186   -

 特別損失合計  71,811   45,740

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(△)  △242,106 711,694

法人税、住民税及び事業税  11,476  419,835

法人税等還付税額 △7,170  -

法人税等調整額  △3,695   △28,186

法人税等合計  610   391,649

少数株主利益又は少数株主損失(△)  △164,985   325,621

四半期純損失（△）  △77,731   △5,575
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（訂正前） 

（単位：千円）  

  
前第3四半期連結累計期間 
（自 平成20年4月１日 

    至 平成20年12月31日） 

当第3四半期連結累計期間 
（自 平成21年4月１日 

    至 平成21年12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利益又は税金
等調整前四半期純損失(△)  △242,106  677,929

減価償却費  74,757  81,833

減損損失  -   1,904

退職給付引当金の増減額(△は減少)  △10,100   △169

貸倒損失 10,054   38,101

のれん償却額  43,561   67,674

為替差損益(△は益)  51,834  6,387

固定資産除却損 1,389  5,734

貸倒引当金の増減額(△は減少)  △10,289   17,110

受取利息及び受取配当金  △4,688   △5,361

支払利息  67,931   85,705

投資有価証券売却損益(△は益)  △42,121   -

持分法による投資損益(△は益)  89,615  △4,019

売上債権の増減額(△は増加) 172,714  297,500

たな卸資産の増減額(△は増加) △9,946   △33,774

仕入債務の増減額(△は減少) △75,270   △328,138

未払消費税等の増減額(△は減少)  1,055   △11,939

その他  △28,907  3,333

小計 89,483  899,810

利息及び配当金の受取額  3,935   5,470

利息の支払額  △64,089  △84,422

法人税等の支払額 △145,798   △71,978

営業活動によるキャッシュ・フロー  △116,469   748,880

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 金銭の信託の解約による収入  150,000   -

定期預金の預入による支出  28,062  △15,833

有形固定資産の取得による支出  △58,004   △84,494

投資有価証券の売却による収入   303,194  -

貸付けによる支出  △269,177   △423,356

貸付金の回収による収入  55,763   -
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による収入  224,088   -

差入保証金の差入による支出 -   △130,000

投資その他の資産の増減額(△は増
加)  3,409   △80,782

投資活動によるキャッシュ・フロー  437,335   △734,465

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入れによる収入  -   107,056

 短期借入金の返済による支出  96,353   -

 長期借入金の返済による支出  △279,365   △159,776

 社債の発行による収入  259,000   -

 社債の償還による支出  △122,000   △182,500

 自己株式の処分による収入  199,165   -

 自己株式の取得による支出  △486   △266

 配当金の支払額  △19,120   △9,009

 財務活動によるキャッシュ・フロ
ー  133,547   △244,495

 現金及び現金同等物の増減額(△は
減少)  454,413   △230,080

 現金及び現金同等物の期首残高  284,764   1,161,751

 現金及び現金同等物の四半期末残
高  739,177   931,671
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（訂正後） 

（単位：千円）  

  
前第3四半期連結累計期間 
（自 平成20年4月１日 

    至 平成20年12月31日） 

当第3四半期連結累計期間 
（自 平成21年4月１日 

    至 平成21年12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利益又は税金
等調整前四半期純損失(△)  △242,106  711,694

減価償却費  74,757  81,833

減損損失  -   1,904

退職給付引当金の増減額(△は減少)  △10,100   △169

貸倒損失 10,054   38,101

のれん償却額  43,561  36,251

為替差損益(△は益)  51,834  6,387

固定資産除却損 1,389  5,734

貸倒引当金の増減額(△は減少)  △10,289   17,110

受取利息及び受取配当金  △4,688  △5,361

支払利息  67,931   85,705

投資有価証券売却損益(△は益)  △42,121   -

持分法による投資損益(△は益)  89,615  △6,361

売上債権の増減額(△は増加) 172,714  297,500

たな卸資産の増減額(△は増加) △9,946   △33,774

仕入債務の増減額(△は減少) △75,270   △328,138

未払消費税等の増減額(△は減少)  1,055   △11,939

その他  △28,907  3,333

小計 89,483  899,810

利息及び配当金の受取額  3,935   5,470

利息の支払額  △64,089  △84,422

法人税等の支払額 △145,798   △71,978

営業活動によるキャッシュ・フロー  △116,469   748,880

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 金銭の信託の解約による収入  150,000   -

定期預金の預入による支出  28,062  △15,833

有形固定資産の取得による支出  △58,004   △84,494

投資有価証券の売却による収入   303,194  -

貸付けによる支出  △269,177   △423,356

貸付金の回収による収入  55,763   -

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による収入  224,088   -
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差入保証金の差入による支出 -   △130,000

投資その他の資産の増減額(△は増
加)  3,409   △80,782

投資活動によるキャッシュ・フロー  437,335   △734,465

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入れによる収入  -   107,056

 短期借入金の返済による支出  96,353   -

 長期借入金の返済による支出  △279,365   △159,776

 社債の発行による収入  259,000   -

 社債の償還による支出  △122,000   △182,500

 自己株式の処分による収入  199,165   -

 自己株式の取得による支出  △486   △266

 配当金の支払額  △19,120   △9,009

財務活動によるキャッシュ・フロー  133,547   △244,495

 現金及び現金同等物の増減額(△は
減少)  454,413   △230,080

 現金及び現金同等物の期首残高  284,764   1,161,751

現金及び現金同等物の四半期末残高  739,177   931,671
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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】  

（訂正前） 

 

第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 
  

  製造供給事業部門 住宅関連事業部門 

  
機械、機器 

事業(千円) 

筐体等事業

(千円) 

容器事業 

(千円) 

住宅関連事業

(千円) 

不動産事業 

(千円) 

流通サービス

事業部門 

(千円) 

売上高   

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
586,940 937,297 659,597 973,733 24,299 539,268

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ―

計 586,940 937,297 659,597 973,733 24,299 539,268

営業利益又は営業損失(△) 54,006 45,395 37,953 △245,981 △1,091 △31,814

  

  
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 
3,721,136 ― 3,721,136

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― ― ―

計 3,721,136 ― 3,721,136

営業利益又は営業損失(△) △141,531 (43,145) △184,676

－注略－ 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 
  

  
製造供給事業 

部門(千円) 

住宅関連事業

部門(千円)

流通サービス

事業部門 

(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 
1,357,380 7,071,906 300,359 8,729,645 ― 8,729,645

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― 38,497 170,000 208,497 208,497 ―

計 1,357,380 7,110,403 470,359 8,938,142 208,497 8,729,645

営業利益又は営業損失(△) △73,362 900,624 90,106 917,368 222,149 695,219

－後略－ 
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（訂正後） 
 第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  製造供給事業部門 住宅関連事業部門 

  
機械、機器 

事業(千円) 

筐体等事業

(千円) 

容器事業 

(千円) 

住宅関連事業

(千円) 

不動産事業 

(千円) 

流通サービス

事業部門 

(千円) 

売上高   

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
586,940 937,297 659,597 973,733 24,299 539,268

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ―

計 586,940 937,297 659,597 973,733 24,299 539,268

営業利益又は営業損失(△) 54,006 45,395 37,953 △245,981 △1,091 △31,814

  

  
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 
3,721,136 ― 3,721,136

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― ― ―

計 3,721,136 ― 3,721,136

営業利益又は営業損失(△) △141,531 (43,145) △184,676

－注略－ 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 
  

  
製造供給事業 

部門(千円) 

住宅関連事業

部門(千円)

流通サービス

事業部門 

(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 
1,357,380 7,071,906 300,359 8,729,645 ― 8,729,645

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― 38,497 170,000 208,497 208,497 ―

計 1,357,380 7,110,403 470,359 8,938,142 208,497 8,729,645

営業利益又は営業損失(△) △73,362 900,624 90,106 917,368 198,035 719,334

－後略－ 

  

 

（訂正後） 
      前第３四半期連結累計期間(自 平成 20年４月１日 至 平成 20年 12月 31日) 
  

  製造供給事業部門 住宅関連事業部門 

  
機械、機器 

事業(千円) 

筐体等事業

(千円) 

容器事業 

(千円) 

住宅関連事業

(千円) 

不動産事業 

(千円) 

流通サービス

事業部門 

(千円) 
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売上高   

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
586,940 937,297 659,597 973,733 24,299 539,268

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― ― ― ― ― ―

計 586,940 937,297 659,597 973,733 24,299 539,268

営業利益又は営業損失(△) 54,006 45,395 37,953 △245,981 △1,091 △31,814

  

  
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 
3,721,136 ― 3,721,136

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― ― ―

計 3,721,136 ― 3,721,136

営業利益又は営業損失(△) △141,531 (43,145) △184,676

－注略－ 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 
  

  
製造供給事業 

部門(千円) 

住宅関連事業

部門(千円)

流通サービス

事業部門 

(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 
1,357,380 7,071,906 300,359 8,729,645 ― 8,729,645

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
― 38,497 170,000 208,497 208,497 ―

計 1,357,380 7,110,403 470,359 8,938,142 208,497 8,729,645

営業利益又は営業損失(△) △73,362 900,624 90,106 917,368 198,034 719,334

－後略－ 

  


