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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の

所有者に帰属する
四半期利益

四半期包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 682,964 △7.5 85,746 62.9 84,435 64.7 58,213 66.7 57,976 66.9 57,955 66.7

2021年３月期第２四半期 738,320 12.4 52,647 12.0 51,275 13.6 34,918 14.0 34,728 14.0 34,773 25.6

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2022年３月期第２四半期 201.04 －

2021年３月期第２四半期 120.43 －

資産合計 資本合計
親会社の所有者に

帰属する持分
親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 1,544,348 905,336 903,228 58.5

2021年３月期 1,474,931 859,869 857,911 58.2

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

2021年３月期 － 31.00 － 43.00 74.00

2022年３月期 － 45.00

2022年３月期（予想） － 45.00 90.00

（％表示は、対前期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益 当期利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,470,000 0.9 128,000 5.6 125,000 4.4 86,000 2.7 86,000 3.2 298.22

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）

（注）「基本的１株当たり四半期利益」は、「親会社の所有者に帰属する四半期利益」を基に算定しております。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期２Ｑ 294,431,639株 2021年３月期 294,431,639株

②  期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 6,052,252株 2021年３月期 6,051,965株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 288,379,498株 2021年３月期２Ｑ 288,380,613株

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間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

新規  －社  （社名）　　　　　　　　　　　　　、除外  －社  （社名）

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

①  IFRSにより要求される会計方針の変更    ：有

②  ①以外の会計方針の変更                ：無

③  会計上の見積りの変更                  ：無
（注）詳細は、添付資料Ｐ.12「２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記 （５）要約四半期連結財務諸表に関

する注記事項 （会計方針の変更）」をご覧ください。

（３）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料Ｐ.４「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（四半期決算補足説明資料の入手方法）

　四半期決算に関する説明は2021年11月９日（火）に動画配信にて行う予定です。なお、四半期決算補足説明資料は

2021年11月８日（月）に当社ホームページに掲載する予定です。
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セグメントの名称 件数 売上収益（百万円） 前年同期比（％）

一建設グループ

（区分）戸建分譲事業 5,744 160,630 △7.6

マンション分譲事業 420 14,736 0.1

請負工事事業 882 19,281 △12.3

その他 － 4,123 44.0

小計 7,046 198,771 △6.9

飯田産業グループ

（区分）戸建分譲事業 2,961 100,022 △18.7

マンション分譲事業 98 4,081 △51.9

請負工事事業 167 3,801 34.1

その他 － 4,963 4.4

小計 3,226 112,868 △18.9

東栄住宅グループ

（区分）戸建分譲事業 2,230 77,605 △12.1

マンション分譲事業 1 874 △71.2

請負工事事業 99 4,143 21.1

その他 － 778 △2.9

小計 2,330 83,401 △12.7

タクトホームグループ

（区分）戸建分譲事業 2,367 73,912 7.3

マンション分譲事業 － － △100.0

請負工事事業 32 754 106.9

その他 － 743 △12.7

小計 2,399 75,410 7.4

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経済・社会活

動は停滞と再開を繰り返しておりますが、政府や各行政庁による各種支援策や同感染症のワクチン接種の促進等に

より、段階的に経済・社会活動が再開され持ち直しの動きもみられます。

当不動産業界におきましては、低金利環境の継続や住宅ローン減税の再延長が検討される等の政府による各種住

宅取得支援策により、住宅取得環境は下支えされていることに加え、同感染症拡大による生活様式の変化に伴い、

引き続き堅調な住宅需要は続いているものの、同感染症の長期化による景気の後退、回復の遅れやそれに伴う住宅

取得マインドの低下等の懸念は払拭できず、依然として予断を許さない状況にあります。加えて、世界的な木材不

足や流通価格の高騰、半導体の不足、原油価格の高騰により建築資材調達が不安定な状況となっておりますが、グ

ループ内の資材調達会社を中心として安定調達に向けた様々な対応を行っております。

このような状況のもと、当社グループでは、急激な事業環境の変化にも迅速かつ柔軟に対応できるよう、事業サ

イクルの短縮と適正なバランスシートの管理を継続するとともに、更なる土地仕入の厳選化、分譲戸建住宅全棟に

おいて住宅性能評価最高等級を取得するなど、人生100年時代においても長く、安全・快適・健康に暮らせる高品

質な住宅の提供と、住宅を購入されたお客様に対するメンテナンスサービスの強化を図ってまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上収益は6,829億64百万円（前年同期比7.5％減）、営業利益は857億

46百万円（前年同期比62.9％増）、税引前四半期利益は844億35百万円（前年同期比64.7％増）、親会社の所有者

に帰属する四半期利益は579億76百万円（前年同期比66.9％増）となりました。

　セグメント別の業績は、以下のとおりであります。
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セグメントの名称 件数 売上収益（百万円） 前年同期比（％）

アーネストワングループ

（区分）戸建分譲事業 5,970 140,399 △1.6

マンション分譲事業 358 12,474 △7.5

請負工事事業 155 4,049 △5.5

その他 － 169 △10.7

小計 6,483 157,093 △2.2

アイディホームグループ

（区分）戸建分譲事業 1,731 45,868 △15.6

マンション分譲事業 － － －

請負工事事業 19 510 33.6

その他 － 222 △26.2

小計 1,750 46,601 △15.3

その他（注）５

（区分）戸建分譲事業 7 209 20.6

マンション分譲事業 14 367 236.1

請負工事事業 1 7 －

その他 － 8,233 110.7

小計 22 8,817 110.4

（区分計）戸建分譲事業 21,010 598,647 △8.1

マンション分譲事業 891 32,534 △18.5

請負工事事業 1,355 32,547 △2.2

その他 － 19,234 40.7

総合計 23,256 682,964 △7.5

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．戸建分譲事業には、戸建住宅のほか、宅地等が含まれます。マンション分譲事業には、分譲マンションのほ

か、マンション用地等が含まれます。請負工事事業には、注文住宅のほか、リフォームやオプション工事等

が含まれます。

４．請負工事事業等の売上収益は、一定期間にわたり履行義務が充足されることに伴って認識される収益です

が、件数はいずれの区分も資産の引渡し件数を記載しております。

５．「その他」のセグメントは、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ファーストウッド㈱等の

木材製造事業等、ホームトレードセンター㈱及び当社の事業に係るもの等であります。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び資本の状況

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は１兆5,443億48百万円となり、前連結会計年度末比で694億17百万円の

増加となりました。これは主に、現金及び預金の増加121億43百万円、棚卸資産の増加481億54百万円等によるもの

であります。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は6,390億12百万円となり、前連結会計年度末比で239億50百万円の増加

となりました。これは主に、社債及び借入金の増加225億94百万円、営業債務及びその他の債務の増加99億32百万

円等によるものであります。

当第２四半期連結会計期間末の資本合計は9,053億36百万円となり、前連結会計年度末比で454億66百万円の増加

となりました。これは主に、剰余金の配当124億88百万円に対し、四半期利益582億13百万円を計上したこと等によ

るものであります。
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②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は5,607億56百万円となり、

前連結会計年度末比で120億91百万円の増加となりました。

当第２四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以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は133億37百万円（前年同期は1,776億43百万円の獲得）となりました。

これは主に、税引前四半期利益844億35百万円、棚卸資産の増加額483億15百万円、法人所得税の支払額321億90

百万円及び法人所得税の還付額85億10百万円があったこと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86億31百万円（前年同期は87億86百万円の使用）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52億56百万円、投資の取得による支出17億98百万円及び貸付による

支出20億５百万円があったこと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）

財務活動の結果獲得した資金は74億３百万円（前年同期は893億93百万円の使用）となりました。

これは主に、借入金の増加225億４百万円、リース負債の返済による支出28億48百万円及び配当金の支払額123億

99百万円があったことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2021年５月14日の「2021年３月期　決算短信」で公表いたしました通期の連結業

績予想に変更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産

流動資産

現金及び預金 550,587 562,730

営業債権及びその他の債権 7,670 11,309

契約資産 5,323 9,099

棚卸資産 478,492 526,647

営業貸付金及び営業未収入金 33,131 31,977

未収還付法人所得税 8,475 －

その他の金融資産 2,845 3,227

その他の流動資産 9,920 13,681

流動資産合計 1,096,446 1,158,673

非流動資産

有形固定資産 104,698 107,473

使用権資産 19,149 20,763

のれん 199,776 199,776

無形資産 2,100 1,807

その他の金融資産 39,356 42,385

繰延税金資産 13,064 13,126

その他の非流動資産 339 342

非流動資産合計 378,485 385,675

資産合計 1,474,931 1,544,348

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債及び資本

負債

流動負債

社債及び借入金 200,932 223,982

リース負債 5,624 6,044

営業債務及びその他の債務 108,169 118,101

その他の金融負債 9,824 3,617

未払法人所得税等 26,594 27,791

契約負債 6,740 9,082

その他の流動負債 22,644 13,842

流動負債合計 380,529 402,462

非流動負債

社債及び借入金 200,250 199,794

リース負債 14,889 16,278

その他の金融負債 1,381 1,444

退職給付に係る負債 10,641 10,983

引当金 6,177 6,740

繰延税金負債 462 429

その他の非流動負債 728 878

非流動負債合計 234,532 236,550

負債合計 615,061 639,012

資本

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 418,161 418,161

利益剰余金 445,464 491,041

自己株式 △13,205 △13,206

その他の資本の構成要素 △2,508 △2,767

親会社の所有者に帰属する持分合計 857,911 903,228

非支配持分 1,958 2,107

資本合計 859,869 905,336

負債及び資本合計 1,474,931 1,544,348
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（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

売上収益 738,320 682,964

売上原価 △624,039 △531,758

売上総利益 114,281 151,205

販売費及び一般管理費 △62,084 △66,009

その他の営業収益 775 748

その他の営業費用 △324 △199

営業利益 52,647 85,746

金融収益 852 446

金融費用 △2,224 △1,756

税引前四半期利益 51,275 84,435

法人所得税費用 △16,357 △26,221

四半期利益 34,918 58,213

四半期利益の帰属

親会社の所有者 34,728 57,976

非支配持分 190 237

四半期利益 34,918 58,213

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 120.43 201.04

希薄化後１株当たり四半期利益（円） － －

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

（要約四半期連結損益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

四半期利益 34,918 58,213

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金

融資産
△145 △258

純損益に振り替えられることのない項目

合計
△145 △258

税引後その他の包括利益 △145 △258

四半期包括利益 34,773 57,955

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 34,582 57,718

非支配持分 190 237

四半期包括利益 34,773 57,955

（要約四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

確定給付制
度の再測定

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産

2020年４月１日残高 10,000 418,941 379,073 △13,203 △394 △1,349

四半期利益 － － 34,728 － － －

その他の包括利益 － － － － － △145

四半期包括利益合計 － － 34,728 － － △145

配当金 － － △8,939 － － －

自己株式の変動 － － － △0 － －

新株予約権の失効 － △780 780 － － －

所有者との取引額等合計 － △780 △8,159 △0 － －

2020年９月30日残高 10,000 418,161 405,642 △13,204 △394 △1,494

（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する
持分

非支配持分 合計

その他の資本
の構成要素

合計
合計

2020年４月１日残高 △1,743 793,068 1,571 794,639

四半期利益 － 34,728 190 34,918

その他の包括利益 △145 △145 － △145

四半期包括利益合計 △145 34,582 190 34,773

配当金 － △8,939 △67 △9,007

自己株式の変動 － △0 － △0

新株予約権の失効 － － － －

所有者との取引額等合計 － △8,940 △67 △9,007

2020年９月30日残高 △1,889 818,710 1,694 820,404

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
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（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

確定給付制
度の再測定

その他の包
括利益を通
じて公正価
値で測定す
る金融資産

2021年４月１日残高 10,000 418,161 445,464 △13,205 △453 △2,054

四半期利益 － － 57,976 － － －

その他の包括利益 － － － － － △258

四半期包括利益合計 － － 57,976 － － △258

配当金 － － △12,400 － － －

自己株式の変動 － － － △0 － －

所有者との取引額等合計 － － △12,400 △0 － －

2021年９月30日残高 10,000 418,161 491,041 △13,206 △453 △2,313

（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する
持分

非支配持分 合計

その他の資本
の構成要素

合計
合計

2021年４月１日残高 △2,508 857,911 1,958 859,869

四半期利益 － 57,976 237 58,213

その他の包括利益 △258 △258 － △258

四半期包括利益合計 △258 57,718 237 57,955

配当金 － △12,400 △87 △12,488

自己株式の変動 － △0 － △0

所有者との取引額等合計 － △12,401 △87 △12,489

2021年９月30日残高 △2,767 903,228 2,107 905,336

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
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（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 51,275 84,435

減価償却費及び償却費 4,844 5,524

金融収益 △852 △446

金融費用 2,224 1,756

棚卸資産の増減額（△は増加） 150,073 △48,315

営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加） 4,460 1,153

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） △26,136 9,968

その他 3,494 △15,730

小計 189,383 38,346

利息及び配当金の受取額 375 372

利息の支払額 △1,987 △1,700

法人所得税の支払額 △18,875 △32,190

法人所得税の還付額 8,747 8,510

営業活動によるキャッシュ・フロー 177,643 13,337

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 △823 △1,103

定期預金の払戻による収入 832 1,051

有形固定資産の取得による支出 △5,331 △5,256

有形固定資産の売却による収入 63 6

無形資産の取得による支出 △269 △304

投資の取得による支出 △4,334 △1,798

投資の売却、償還による収入 106 279

貸付による支出 △933 △2,005

貸付金の回収による収入 1,862 470

その他 42 26

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,786 △8,631

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 △46,497 23,597

長期借入れによる収入 555 960

長期借入金の返済による支出 △1,786 △2,053

社債の償還による支出 △30,000 －

リース負債の返済による支出 △2,652 △2,848

配当金の支払額 △8,943 △12,399

その他 △68 147

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,393 7,403

現金及び現金同等物に係る換算差額 48 △17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 79,512 12,091

現金及び現金同等物の期首残高 384,335 548,664

現金及び現金同等物の四半期末残高 463,847 560,756

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

基準書 基準書名 新設・改訂の概要

IFRS第16号 リース covid-19に関連した賃料減免の借手の会計処理の改訂

IFRS第４号

IFRS第７号

IFRS第９号

IFRS第16号

保険契約

金融商品：開示

金融商品

リース

IBOR改革に伴い、既存の金利指標を代替的な金利指標に置

換える時に生じる財務報告への影響に対応するための改訂

（会計方針の変更）

当社グループの要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に

係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。

なお、当第２四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。

上記基準書の適用による要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。

報告セグメントの名称 主な事業内容

一建設グループ 戸建分譲事業、マンション分譲事業、請負工事事業、投資用収益物件開発販売事業

飯田産業グループ 戸建分譲事業、マンション分譲事業、請負工事事業、不動産賃貸事業、スパ温泉事業

東栄住宅グループ 戸建分譲事業、請負工事事業、不動産賃貸事業

タクトホームグループ 戸建分譲事業、請負工事事業、不動産賃貸事業

アーネストワングループ 戸建分譲事業、マンション分譲事業、請負工事事業

アイディホームグループ 戸建分譲事業、請負工事事業

（セグメント情報）

(1）報告セグメントの概要

当社グループ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、連結子会社単位及び当社の事業単位を事業セグメントとして認識し、「一建設グループ」「飯田産

業グループ」「東栄住宅グループ」「タクトホームグループ」「アーネストワングループ」及び「アイディホ

ームグループ」を報告セグメントとしております。各報告セグメントにおける主な事業内容は以下のとおりで

あります。
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（単位：百万円）

報告セグメント

一建設
グループ

飯田産業
グループ

東栄住宅
グループ

タクトホーム
グループ

アーネストワン
グループ

アイディホーム
グループ

計

売上収益

外部収益 213,495 139,176 95,542 70,205 160,675 55,033 734,129

セグメント間の内部

売上収益又は振替高
71 102 179 567 72 － 993

合計 213,566 139,279 95,722 70,773 160,747 55,033 735,122

セグメント利益

（営業利益）
12,529 11,716 7,505 4,548 13,176 2,057 51,533

金融収益 － － － － － － －

金融費用 － － － － － － －

税引前四半期利益 － － － － － － －

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

連結

売上収益

外部収益 4,191 738,320 － 738,320

セグメント間の内部

売上収益又は振替高
22,009 23,002 △23,002 －

合計 26,200 761,323 △23,002 738,320

セグメント利益

（営業利益）
770 52,304 342 52,647

金融収益 － － － 852

金融費用 － － － △2,224

税引前四半期利益 － － － 51,275

(2）セグメント収益及び業績

当社グループの報告セグメントによる収益及び業績は以下のとおりであります。

なお、セグメント間の売上収益は、市場実勢価格に基づいております。

前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

（注）１．「その他」のセグメントは、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ファーストウッド㈱等の

木材製造事業等、ホームトレードセンター㈱及び当社の事業に係るもの等であります。

２．セグメント利益の調整額342百万円は、セグメント間取引消去等1,986百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社（本社）収益及び費用△1,644百万円であります。全社収益は報告セグメントに帰属しない収益

であり、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない当社の一般管理費であります。
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（単位：百万円）

報告セグメント

一建設
グループ

飯田産業
グループ

東栄住宅
グループ

タクトホーム
グループ

アーネストワン
グループ

アイディホーム
グループ

計

売上収益

外部収益 198,771 112,868 83,401 75,410 157,093 46,601 674,147

セグメント間の内部

売上収益又は振替高
58 84 294 550 74 － 1,062

合計 198,830 112,953 83,695 75,961 157,167 46,601 675,209

セグメント利益

（営業利益）
20,052 14,453 11,444 9,987 22,290 5,411 83,640

金融収益 － － － － － － －

金融費用 － － － － － － －

税引前四半期利益 － － － － － － －

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

連結

売上収益

外部収益 8,817 682,964 － 682,964

セグメント間の内部

売上収益又は振替高
33,421 34,483 △34,483 －

合計 42,238 717,448 △34,483 682,964

セグメント利益

（営業利益）
3,731 87,371 △1,625 85,746

金融収益 － － － 446

金融費用 － － － △1,756

税引前四半期利益 － － － 84,435

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

（注）１．「その他」のセグメントは、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ファーストウッド㈱等の

木材製造事業等、ホームトレードセンター㈱及び当社の事業に係るもの等であります。

２．セグメント利益の調整額△1,625百万円は、セグメント間取引消去等364百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社（本社）収益及び費用△1,989百万円であります。全社収益は報告セグメントに帰属しない収

益であり、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない当社の一般管理費であります。

（追加情報）

前連結会計年度の有価証券報告書において重要な後発事象として記載しておりました中間持株会社の設立につ

きまして、当社は、2021年10月１日を効力発生日として当社グループ各社の資材調達等を行う事業を担う当社の

100％子会社４社の全株式を、会社分割（簡易新設分割）により新たに子会社として設立する中間持株会社（フ

ァーストマテリアルズ株式会社）に承継させるべく準備を進めておりましたが、2021年９月22日付「会社分割

（簡易新設分割）の分割期日等の変更に関するお知らせ」に記載のとおり、分割計画書の確定について想定以上

の時間を要しているため、会社分割の日程を変更することといたしました。
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