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１．平成18年3月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期 25,061 19.0 353 － 265 －

17年3月期 21,065 △8.1 △194 － △293 －

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年3月期 155 － 21 17  － 28.5 2.3 1.1

17年3月期 △874 － △119 32  － △96.5 △2.6 △1.4

（注）①持分法投資損益 18年3月期 －百万円 17年3月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年3月期 7,326,600株 17年3月期 7,327,062株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年3月期 12,189 659 5.4 89 99

17年3月期 10,909 429 3.9 58 59

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期 7,326,600株 17年3月期 7,326,600株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年3月期 2,193 246 191 4,308

17年3月期 17 △631 △493 1,677

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 12,800 120 55

通　期 25,700 290 145

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　19円67銭

※　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、上記予想に関する事項は添付資料の5～6ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社の企業集団は、当社、当社の連結子会社であるミサワホームイング九州（株）、鹿児島ミサワ建設（株）及び当

社の関連当事者であるミサワホーム（株）により構成され、個人住宅の請負工事、分譲住宅の販売及び不動産の仲介等

を主な事業とし、その他の住宅関連事業を展開しております。

　当企業集団が営んでいる主な事業内容と、当該事業に係わる各社の位置づけは次のとおりであります。

＜住宅請負事業＞

　当社およびミサワホームイング九州（株）（連結子会社）が顧客より住宅工事・増改築・リフォーム工事等を請負い、

ミサワホーム（株）（関連当事者）より主要な住宅部材を仕入れて施工監理を行い、鹿児島ミサワ建設（株）（連結子

会社）他の指定外注先で施工をしております。

＜分譲事業＞

　当社が宅地開発会社等より土地を購入し、住宅を施工し、土地付住宅の販売及び分譲宅地の販売をしております。な

お、住宅の施工については、住宅請負事業と同様の方法によっております。

＜その他事業＞

　不動産の仲介については、ＭＲＤ（MISAWA Realestate and Development ― ミサワホームグループの不動産情報全国

組織）提携不動産業者の情報等を使用し、当社で直接仲介業務を行っております。

　事業の系統図は、次のとおりであります。
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社グループは、「地域の方々にご支援頂ける企業を目指します。」、「本当に喜んで頂ける家づくりを目指しま

す。」を基本方針に、住宅供給のみにとどまることなく、安全で快適な街づくりや住環境の整備を通じての地域社会

への貢献を経営方針としております。

２．利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策の柱として掲げ、業績に裏付けられた成果の安定的な配分を図

ることを基本方針としております。この方針のもとに内部留保の充実と、配当性向を総合的に勘案して、株主への還

元に努めてまいりたいと考えております。

　なお、平成18年3月期の利益配当金につきましては、当期の業績を勘案し株主の皆様には誠に申し訳ありませんが、

無配とさせていただく予定でございます。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び基本方針等

　当社といたしましては、株式流通の活性化並びに投資家層の拡大をはかるため、投資単位の引下げが必要であると

認識しております。

　投資単位の引下げにかかる施策につきましては、業績および市況等を勘案し、その費用並びに効果等を慎重に検討

したうえで、対処してまいりたいと考えております。現段階では単元株数の引き下げによる投資単位の引下げを検討

しておりますが、その具体的な実施時期につきましては未定であります。

４．中長期的な経営戦略および対処すべき課題

　当社は、ミサワホームグループ各社とともに、CS（顧客満足度）向上・耐震性能をコア機能とした住宅性能の充実・

提案力の強化等を通じてブランド力の強化に努めてまいります。また、市場動向に即した形での事業強化を行い、企

業収益の拡大に努めていく所存です。こうした目標の達成のために以下のような施策を講じてまいります。

(1）ブランド力の強化

　落ち着いたシンプルな外観、環境対応型の新素材「M-Wood」を使った親しみやすく高級感のあるインテリア、大

収納空間「KURA」による機能的で使いやすいプランニングなど、ミサワホームならではの特長を盛り込んだ質の高

い提案を行ってまいります。また、次世代耐震構造「MGEO（エムジオ）」をはじめとした当社の建築する住宅の高

い耐震性能を活かして信頼性の回復とブランド力の強化に努めてまいります。

(2）コンサルティング営業によるCS（顧客満足度）向上

　営業部門のみならず、デザイン、施工、住宅購入資金、不動産、アフターメンテナンスなど全ての部門において

さらなる専門知識の向上を推進してまいります。また、各部門間の連携を強化し、全社一丸となってトータル的な

コンサルティング営業通じたCS（顧客満足度）向上に努めます。

(3）ホームイング事業の拡大

　近年リフォームブームが叫ばれ、住宅業界全体に占めるリフォームの存在感が増してきております。こうした状

況の中、当社グループといたしましてもリフォーム・増改築等のホームイング事業の拡大を重要な経営戦略として

位置づけております。このため、平成15年10月に当事業を分社化したミサワホームイング九州㈱を通じて、同事業

における機動的な販売活動を行い、収益拡大に努めていきます。

５．親会社等に関する事項

(1）親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の

議決権所有割合（％）

親会社が発行する株券が

上場されている証券取引所等

ミサワホーム

　ホールディングス株式会社
親会社

72.96

 (12.98）

　東京証券取引所　　第１部

　大阪証券取引所　　第１部

　名古屋証券取引所　第１部

 （注）親会社等の議決権所有割合の(　)内は間接被所有割合であり、内数であります。

(2）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等の関係

　当社の親会社はミサワホームホールディングス株式会社であります。同社は当社の議決権の72.96%（間接保有分

12.98%を含む）を所有しており、ミサワホームグループの経営戦略および管理を行っております。同社の役員等（3

名）が当社役員を兼任し、また出向社員を受入れております。当社は、同社の完全子会社であるミサワホーム株式会
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社が製造販売する住宅部材により建築される工業化住宅「ミサワホーム」を施工販売しており今後ともミサワホーム

ホールディングス株式会社およびミサワホーム株式会社とは現状の提携関係を維持してまいる方針であります。なお、

ミサワホームホールディングス株式会社との重要な取引はありませんが、ミサワホーム株式会社との重要な取引につ

いては、財務諸表等における注記（関係当事者との取引）欄において記載しております。
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３．経営成績及び財政状態

（経営成績）

１．概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景に設備投資が増加するとともに雇用環境も改善に向

かうなど各業種とも景気回復の動きを見せ初めてまいりましたが、原油、素材価格の高騰や金利上昇による個人消費

への影響など不安要因が残る状況となっております。

　住宅業界におきましては、２００５年度の全国新設住宅着工戸数が５年ぶりに１２０万戸を超える堅調な結果とな

りましたが、その中で当社の主力であります持家に関しましては前年度を下回り、回復感の乏しい状況で推移いたし

ております。

　このような経営環境の中、当社および当社の親会社ミサワホームホールディングス株式会社を含むミサワホームグ

ループ企業は、一昨年１２月２８日に産業再生機構へ支援要請を行って以来、『事業再生計画』に基づき、株主の皆

様をはじめ関係各位のご協力のもと、財務体質の改善・収益力の強化に取組んでまいりました。その結果、受注も徐々

に回復に向かい、今年３月３１日付けで産業再生機構による支援を終えることとなりました。今後は、ステージを『再

生』から『飛躍』に移して、お客様への良質な住まいのご提供を通じ、確たる事業基盤の構築に邁進してまいります。

　販売面におきましては、多様化する消費者ニーズに応え、デザインと耐震性能を重視するとともに自然に配慮した

住環境づくりを進め、競合他社との差別化を図ってまいりました。

　当期の新商品としましては、木質系では、「マルチリビング」の発想を取り入れた「ＧＥＮＩＵＳいろどりの間」

を３タイプ、太陽光発電等のエコパッケージを設定した「ＧＥＮＩＵＳ　ＳＭＡＲＴ　ＳＴＹＬＥ」、セラミック系

では、エコノミーとエコロジーを兼ね備えた“ＥＣＯＮＯＭＩＺＥ（エコノマイズ）”商品として「ＨＹＢＲＩＤ　

自由空間」、「マルチリビング」の「ＨＹＢＲＩＤ　ＶｉＶＹ（ヴィヴィ）」を発売いたしました。

また、アパートメント商品といたしましては、デザイン性と快適性を追求した都市型賃貸住宅「Ｂｅｌｌｅ　Ｌｅａ

ｄ　ＦＯＲＭＡＬ」を発売しております。

さらに、「ＥＣＯ・微気候デザイン」商品として、木質系「ＣＥＮＴＵＲＹ　ＶｉｋｉＣｏｕｒｔ」、セラミック系

「ＨＹＢＲＩＤ　ＥＣＯ－ｄｅｓｉｇｎ」を発売しております。

　以上のように総力を挙げて業績の伸長に注力いたしました結果、当連結会計年度の業績については、売上高250億61

百万円（前期比19.0％増）、経常利益2億65百万円（前期経常損失2億93百万円）、当期純利益1億55百万円（前期　当

期純損失8億74百万円）となりました。

　また、セグメント別の状況は次のとおりとなっております。

〈住宅請負事業〉

　当部門の売上は、一戸建注文住宅、アパートメントの販売ならびに介護施設の建築等であります。

　当連結会計年度の売上高は204億41百万円（前期比17.6％増）となりました。

〈分譲事業〉

　当部門の売上は、主に建売分譲住宅及び客付用土地の販売によるものであります。

　当連結会計年度の売上高は45億12百万円（前期比26.9％増）となりました。

〈その他事業〉

　当部門の売上は、住宅設備等の販売及び仲介業務の手数料等であります。

　当連結会計年度の売上高は1億7百万円（前期比17.0％減）となりました。

２．次期の見通し

　今後のわが国経済の見通しにつきましては、国内経済が回復基調で進む一方、原油・素材価格・国内金利の上昇や

国際情勢等の不安定要素を抱え、不透明感が持続するものと考えられます。

　住宅業界におきましては、雇用・所得環境が改善基調であることを背景に全体的には堅調に推移するものの、本格

的な回復には至らず、特に当社の主力であります持家についてはほぼ横ばいで推移するものと予想されます。

　このような環境の中、当社におきましては産業再生機構の支援終了により、さらなる信用補完を背景に良質な販売

用不動産の取得、営業拠点の拡充、住宅展示場の新規出展により積極的に受注拡大に取り組み、利益確保に努めてま

いります。

　人員計画といたしましては、業容拡大のため、営業人員を主体に各部門の増員を新卒・中途採用ともに積極的に行

い、お客様へのサービスとＣＳ（顧客満足度）向上をさらに進めてまいります。

　また、リフォーム・増改築を中心としたホームイング事業の一層の強化を進め、グループ全体の業容拡大を図って
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まいります。

　以上の取り組みの結果、次期業績については連結売上高257億円、経常利益2億90百万円、当期純利益1億45百万円を

見込んでおります。

（財政状態）

　当連結会計年度末における連結ベースの現金および現金同等物は43億8百万円（前年度と比べ26億30百万円の増加）と

なりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な増減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〉

　当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、21億93百万円（前期17百万円の増加）となりました。これ

は、税金等調整前当期純利益が2億26百万円（前期税金等調整前当期純損失4億76百万円）と大きく増加したこと、売

上債権の回収が推進され売上債権が5億41百万円減少したこと及び契約した顧客からの入金（預り金）が増加したこと

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〉

　当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、2億46百万円（前期6億31百万円の減少）となりました。こ

れは主に前期に新設した展示場をリース契約に切り替えて売却し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〉

　当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、1億91百万円（前期4億93百万円の減少）となりました。こ

れは主に短期借入金の増加によるものであります。

　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 13.7 11.7 3.9 5.4

時価ベースの自己資本比率（％） 34.7 31.8 35.1 30.2

債務償還年数（年） 7.4 3.7 216.8 1.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ 5.0 9.7 0.1 15.6

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用しております。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象としており

ます。

※利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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（事業等のリスク）

　当社グループの経営成績、株価および財政状況に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなもの

があります。なお、文中における将来に関する事項は、決算短信提出日（平成18年5月12日）現在において当

社グループが判断したものであります。

(1) 商品の瑕疵担保責任について

　当社グループにて受注し施工した新築住宅は、商品性質上、保証期間が長期に亘りかつ保証費用も計上されるこ

とが考えられます。材料の性能と施工技術の向上に注力しておりますが、今後保証工事による多額の費用が発生し、

当社グループへの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2) 経営上の重要な契約等について

　当社においては関連当事者であるミサワホーム㈱と「ミサワホーム販売施工業務ならびにミサワ部材の継続売買

等に関する契約」を締結しておりますが、この契約により、当社の販売シェアは九州5県に限定されております。

　また住宅部材の大半をミサワホーム㈱から購入しており、この結果販売する商品、販売方法が限定される可能性

があります。

(3) 法的規制について

　当社は、建設業法により特定建設業者としての許可を受け、「ミサワホーム」の販売および施工を主な事業と

し、これに附帯もしくは関連する事業を行っております。また、宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者とし

て免許を受け不動産に関連する事業も行っております。この他にも建築基準法、製造物責任法、住宅品質確保促進

法、都市計画法、国土利用計画法等の法的規制も受けております。今後、これらの規制の改廃もしくは新たな法的

規制が設けられた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 住宅市況について

　当社グループの主要事業である住宅事業の市況は、雇用・所得の動向、金利等の影響を受けやすく、今後、景気

回復の遅れや金利の大幅な上昇等により顧客層の住宅取得マインドを低下させるような事態に陥った場合には、業

績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 金利変動リスク

　当社は、分譲地の購入費及び建売住宅の建築費の一部を、主として金融機関からの借入金により調達しておりま

す。今後の経済情勢の変化により、市場金利が変動すれば当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 ※1 1,778,561 4,310,650 2,532,089

２．受取手形、完成工事未
収入金及び分譲売掛金

1,193,796 606,402 △587,394

３．親会社株式 33,155 － △33,155

４．たな卸資産 ※1 5,111,685 4,857,940 △253,745

５．繰延税金資産 251,286 205,061 △46,225

６．その他 492,617 201,630 △290,987

７．貸倒引当金 △12,690 △6,261 6,429

流動資産合計 8,848,412 81.1 10,175,423 83.5 1,327,011

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物及び構築物 ※1 1,286,453 1,216,196  

減価償却累計額 262,090 1,024,362 287,071 929,125 △95,237

２．土地 ※1 360,539 360,539 －

３．その他 107,676 90,081  

減価償却累計額 86,224 21,452 73,184 16,896 △4,556

有形固定資産合計 1,406,354 12.9 1,306,561 10.7 △99,793

(2）無形固定資産 26,834 0.2 13,618 0.1 △13,216

(3)投資その他の資産  

１．投資有価証券 ※1 183,122 283,122 99,999

２．繰延税金資産 590 1,577 987

３．その他 615,173 499,856 △115,317

４．貸倒引当金 △171,103 △90,320 80,783

投資その他の資産合計 627,782 5.8 694,235 5.7 66,453

固定資産合計 2,060,971 18.9 2,014,415 16.5 △46,556

資産合計 10,909,384 100.0 12,189,838 100.0 1,280,454
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金及び工事未払金 4,394,376 3,607,765 △786,611

２．短期借入金 ※1 3,775,160 3,980,785 205,625

３．１年以内返済予定長期
借入金

14,292 14,292 －

４．未払法人税等 22,377 33,878 11,500

５．未成工事受入金及び分
譲前受金

762,581 1,029,075 266,494

６．預り金 668,907 1,749,464 1,080,557

７．賞与引当金 96,369 205,859 109,490

８．完成工事補償引当金 3,761 5,824 2,063

９．その他 173,255 322,507 149,251

流動負債合計 9,911,079 90.9 10,949,451 89.8 1,038,371

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 76,180 61,888 △14,292

２．繰延税金負債 － 12,633 12,633

３．退職給付引当金 132,023 149,246 17,222

４．役員退職慰労引当金 102,500 121,000 18,500

５．受入保証金 ※1 258,346 236,266 △22,080

固定負債合計 569,049 5.2 581,034 4.8 11,984

負債合計 10,480,129 96.1 11,530,486 94.6 1,050,356

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※3 662,750 6.1 662,750 5.4 －

Ⅱ　資本剰余金 138,826 1.2 138,826 1.1 －

Ⅲ　利益剰余金 △293,941 △2.7 △138,820 △1.1 155,121

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

△56,368 △0.5 18,608 0.2 74,976

Ⅴ　自己株式 ※4 △22,012 △0.2 △22,012 △0.2 －

資本合計 429,254 3.9 659,352 5.4 230,097

負債・資本合計 10,909,384 100.0 12,189,838 100.0 1,280,454
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 21,065,361 100.0 25,061,606 100.0 3,996,244

Ⅱ　売上原価 17,633,658 83.7 20,962,173 83.6 3,328,515

売上総利益 3,431,703 16.3 4,099,433 16.4 667,729

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．広告宣伝費 404,431 390,844  

２．貸倒引当金繰入額 23,833 1,534  

３．完成工事補償引当金繰
入額

3,761 5,824  

４．給与手当及び賞与 1,365,658 1,480,003  

５．賞与引当金繰入額 66,993 133,634  

６．退職給付費用 135,315 61,645  

７．役員退職慰労引当金繰
入額

10,200 18,500  

８．減価償却費 43,069 50,356  

９．その他 1,573,171 3,626,435 17.2 1,603,980 3,746,323 15.0 119,887

営業利益又は
営業損失（△）

△194,731 △0.9 353,109 1.4 547,841

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 6,759 468  

２．受取配当金 3,716 1,104  

３．受取手数料 18,561 45,438  

４．受取解約金 23,549 －  

５．その他 21,488 74,034 0.3 25,021 72,033 0.3 △2,001

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 145,155 141,632  

２．その他 28,079 173,235 0.8 17,614 159,246 0.6 △13,988

経常利益又は
経常損失（△）

△293,931 △1.4 265,896 1.1 559,828
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券売却益  ※3 1,835   15,744    

２．退職給付引当金戻入益 996,421   －    

３．貸倒引当金戻入益 － 998,256 4.7 19,591 35,335 0.1 △962,920

Ⅶ　特別損失  

１．退職給付会計基準変更
時差異償却額

91,724 －  

２．投資有価証券評価損 55,884 －  

３．販売用不動産評価損 571,694 14,055  

４．固定資産評価損 ※2 289,795 －  

５．固定資産除却損 ※1 39,000 31,452  

６．貸倒引当金繰入額 128,450   27,700    

７．会員権評価損 －   1,300    

８．その他 4,368 1,180,918 5.6 － 74,507 0.3 △1,106,410

税金等調整前当期純利
益又は当期純損失
（△）

△476,593 △2.3 226,724 0.9 703,317

法人税、住民税及び事
業税

9,101 26,365  

法人税等調整額 388,554 397,656 1.9 45,237 71,603 0.3 △326,053

当期純利益又は
当期純損失（△）

△874,250 △4.2 155,121 0.6 1,029,371
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 138,826 138,826 －

Ⅱ　資本剰余金期末残高 138,826 138,826 －

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 616,972 △293,941 △910,913

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 － － 155,121 155,121 155,121

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１．配当金 36,663 －  

２．当期純損失 874,250 910,913 － － △910,913

Ⅳ　利益剰余金期末残高 △293,941 △138,820 155,121

 

-　 12 　-



(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

１．税金等調整前当期純利益
又は当期純損失（△）

△476,593 226,724

２．販売用不動産評価損 571,694 14,055

３．固定資産評価損 289,795 －

４．減価償却費 69,462 71,756

５．有形固定資産除売却損 39,000 31,452

６．投資有価証券売却益 △1,835 △15,744

７．投資有価証券評価損 55,884 －

８．会員権評価損 － 1,300

９．貸倒引当金の増加額 152,283 3,446

10．賞与引当金の増加額 16,563 109,490

11．完成工事補償引当金の増
加額（△減少額）

△2,195 2,063

12．退職給付引当金の増加額
（△減少額）

△792,894 17,222

13．役員退職慰労引当金の増
加額（△減少額）

△20,800 18,500

14．受取利息及び
受取配当金

△10,475 △1,572

15．支払利息 145,155 141,632

16．売上債権の減少額
（△増加額）

△636,816 541,855

17．たな卸資産の減少額
　　　 （△増加額）

△496,273 239,690

18．仕入債務の増加額
（△減少額）

1,262,404 △786,611

19．未成工事受入金・
分譲前受金の増加額

401,013 266,494

20．預り金の増加額 － 1,080,557

21．その他 △407,163 378,953

小計 158,209 2,341,265

22．利息及び配当金の
受取額

10,475 1,326

23．利息の支払額 △154,249 △140,368

24．法人税等の支払額 3,398 △8,935

営業活動による
キャッシュ・フロー

17,833 2,193,288
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

１．定期預金の預入による支
出

△121,200 △1,200

２．定期預金の払戻による収
入

86,053 100,000

３．有形固定資産の売却によ
る収入

－ 235,263

４．有形固定資産の取得によ
る支出

△673,287 △211,963

５．投資有価証券の売却によ
る収入

20,036 36,600

６．投資有価証券の取得によ
る支出

△45 △90

７．長期前払費用取得支出 △7,275 △2,199

８．貸付けによる支出 △112,312 △180,268

９．貸付金の回収による
収入

135,071 191,510

10．その他 41,427 78,892

投資活動による
キャッシュ・フロー

△631,530 246,545

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

１．短期借入金の増加額
（△減少額）

△544,840 205,625

２．長期借入による収入 100,000 －

３．長期借入金の返済に
よる支出

△9,528 △14,292

４．自己株式取得による
支出

△2,826 －

５．配当金の支払額 △36,688 △278

財務活動による
キャッシュ・フロー

△493,882 191,054

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額

△1,107,578 2,630,889

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

2,784,740 1,677,161

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期末残高

1,677,161 4,308,050
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成16年 4月 1日
至　平成17年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年 4月 1日
至　平成18年 3月31日）

　当社グループを含むミサワホームグループ31社は、平成

16年12月28日に株式会社産業再生機構（以下「機構」とい

う）に事業再生計画を提出し、再生支援の申し込みを行い、

同日付で支援決定の通知を受けました。かかる状況におい

て、当社の親会社であるミサワホームホールディングス株

式会社が多額の特別損失の計上により当期末において債務

超過となることから、当社には継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。

　機構は、平成17年3月25日に買取決定を行い、機構と関係

金融機関等の合意が整いました。これを受け、ミサワホー

ムグループは、住宅事業への経営資源の集中及び財務リス

トラを中心とした事業再生計画の実行により継続企業の前

提に関する重要な疑義は解消されるものと考えております。

従って、当社は継続企業を前提として連結財務諸表を作成

しており、当該重要な疑義の影響を連結財務諸表に反映し

ておりません。

なお、上記買取決定に基づいて、当社主要取引先である

ミサワホーム株式会社は平成17年6月10日付で金融機関等か

ら債務免除113,326百万円を受け、親会社であるミサワホー

ムホールディングス株式会社は株式会社ユーエフジェイ銀

行を引受先とする第三者割当増資（優先株式発行）19,999

百万円を実施しております。また、親会社であるミサワホー

ムホールディングス株式会社は平成17年6月24日付で、トヨ

タ自動車株式会社、NPF-MG投資事業有限投資組合、あいお

い損害保険株式会社を引受先として第三者割当増資（普通

株式発行）25,826百万円を実施しております。

――――――
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　連結の範囲に含めた子会社は、ミサワ

ホームイング九州㈱と鹿児島ミサワ建設㈱

の２社であります。

　連結の範囲に含めた子会社は、ミサワ

ホームイング九州㈱と鹿児島ミサワ建設㈱

の２社であります。

２．持分法の適用に関する事項 　該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日と連結決算

日は一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

分譲土地建物・未成工事支出金・未成

分譲支出金

　個別法による原価法

②　たな卸資産

分譲土地建物・未成工事支出金・未成

分譲支出金

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法

貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

②　無形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(3）引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　金銭債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当連結会計年度負担分を

計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　完成工事補償引当金

　完成工事に対する瑕疵担保の費用に備

えるため、過年度の保証工事費の完成工

事高に対する実績率による額を計上して

おります。

③　完成工事補償引当金

同左

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。

　なお、会計基準変更時差異(639,598千

円）については５年による按分額を費用

処理しています。

過去勤務債務

　定額法（５年）により損益処理

数理計算上の差異

　定額法（5年）によりそれぞれ発

生した翌連結会計年度から損益処理

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。

数理計算上の差異

　定額法（5年）によりそれぞれ発

生した翌連結会計年度から損益処理

 (追加情報)

  当社が加入するミサワホーム厚生年金

基金は、平成16年12月21日に厚生労働大

臣より解散が認可され、同日付で解散い

たしました。これに伴い、同厚生年金基

金制度の終了処理として、同基金に関わ

る退職給付引当金の取崩処理を行いまし

た。この結果、当連結会計年度において、

退職給付引当金戻入益996,421千円を計上

しております。また、数理計算上の差異

については平均残存勤務年数が10年を下

回ったため、当連結会計年度より5年で償

却しております。

⑤　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規による役員退職慰労金の期末要支給

額を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

　なお、控除対象外消費税等は、発生連

結会計年度の期間費用としております。

消費税等の会計処理

同左

５．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から３

ケ月以内に満期日の到来する定期預金から

なっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年 4月 1日
至　平成17年 3月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年 4月 1日
至　平成18年 3月31日）

――――――

（固定資産の減損に係る会計標準）

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。
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表示方法の変更

前連結会計年度

（自　平成16年4月1日

至　平成17年3月31日）

当連結会計年度

（自　平成17年4月1日

至　平成18年3月31日）

（連結損益計算書）

営業外収益の「仕入割引」は営業外収益の総額の100分の

10以下となったため、1,250千円を営業外収益の「その他」

に含めております。

又、「受取解約金」は、前連結会計年度まで営業外収益

の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益

総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

なお、前連結会計年度における「受取解約金」の金額

は14,147千円であります。

（連結損益計算書）

営業外収益の「受取解約金」は営業外収益の総額の100分

の10以下となったため、3,923千円を営業外収益の「その

他」に含めております。

――――――

（連結キャッシュ・フロー計算書）

営業活動によるキャッシュ・フローの「預り金の増減

額」は、前連結会計年度まで「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記してお

ります。

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「預

り金の増減額」は△351,181千円であります。

追加情報

前連結会計年度

（自　平成16年4月1日

至　平成17年3月31日）

当連結会計年度

（自　平成17年4月1日

至　平成18年3月31日）

（保有目的の変更）

当連結会計年度において、有形固定資産（土地）より

たな卸資産（分譲土地建物）へ255,847千円の振替を

行っております。

 

――――――

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示方法）

「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」（平成16年2月13日　

企業会計基準委員会　実務対応報告第12号）に従い法人事

業税の付加価値割及び資本割12,160千円を販売費及び一般

管理費として処理しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

(1) 定期借地権設定契約に基づく担保提供

※１．担保資産及び担保付債務

(1) 定期借地権設定契約に基づく担保提供

たな卸資産        182,961千円 たな卸資産 70,818千円

上記に対する債務は次のとおりであります。 上記に対する債務は次のとおりであります。

定期借地権設定契約に基づく受入保証金

      37,150千円

定期借地権設定契約に基づく受入保証金

19,270千円

(2) 金融機関からの借入金に基づく担保提供 (2) 金融機関からの借入金に基づく担保提供

現金及び預金        100,000千円

たな卸資産      1,197,317千円

建物及び構築物        279,105千円

土地 340,394千円

投資有価証券        151,473千円

たな卸資産 1,846,531千円

建物及び構築物 292,283千円

土地 348,857千円

投資有価証券 234,023千円

上記に対する債務は次のとおりであります。 上記に対する債務は次のとおりであります。

短期借入金        2,405,160千円 短期借入金 2,472,785千円

２．偶発債務

保証債務は次のとおりであります。

(1）住宅購入者のためのつなぎ融資に対する保証債務

２．偶発債務

保証債務は次のとおりであります。

(1）住宅購入者のためのつなぎ融資に対する保証債務

         3,989,450千円 3,476,600千円

(2）住宅購入者のための住宅ローンに対する保証債務 (2）住宅購入者のための住宅ローンに対する保証債務

     7,866千円 7,526千円

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式 7,370,600株

であります。

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式 7,370,600株

であります。

※４. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 44,000

株であります。

※４. 当社が保有する自己株式の数は、普通株式44,000株

であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※１．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物      36,486千円

その他有形固定資産      2,513千円

計      39,000千円

建物及び構築物 8,316千円

その他有形固定資産 1,512千円

無形固定資産 13,123千円

固定資産撤去費用 8,500千円

 計 31,452千円

※２．保有目的の変更による評価減であります。 ※２．　　　　　　　――――――

 ※３．　　　　　　　――――――  ※３．投資有価証券売却益には、親会社株式売却に係るも

のが15,302千円含まれております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定   1,778,561千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △　101,400千円

現金及び現金同等物   1,677,161千円

現金及び預金勘定 4,310,650千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △　  2,600千円

現金及び現金同等物 4,308,050千円
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

建物及び構築
物

235,942 212,054 23,888

その他（車輌
及び工具器具
備品）

75,011 44,303 30,708

合計 310,954 256,358 54,596

取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

建物及び構築
物

316,204 59,612 256,591

その他（車輌
及び工具器具
備品）

81,590 45,519 36,070

合計 397,795 105,132 292,662

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内       34,550千円

１年超       21,331千円

合計        55,882千円

１年内 88,359千円

１年超 208,402千円

合計 296,761千円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ③　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料        82,727千円

減価償却費相当額        78,308千円

支払利息相当額      2,516千円

支払リース料 100,464千円

減価償却費相当額 93,165千円

支払利息相当額 9,087千円

④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

 （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度
（平成17年３月31日)

当連結会計年度
（平成18年３月31日)

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対
照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

株式 48,732 74,328 25,596 77,214 129,421 52,207

債券 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 48,732 74,328 25,596 77,214 129,421 52,207

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

株式 223,182 141,218 △81,964 173,845 152,880 △20,965

債券 － － － － － －

その他 － － － － － －

小計 223,182 141,218 △81,964 173,845 152,880 △20,965

合計 271,915 215,546 △56,368 251,059 282,301 31,242

 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

28,871 1,835 － 36,600 15,744 －

３．時価評価されていない有価証券の内容

前連結会計年度
（平成17年３月31日)

当連結会計年度
（平成18年３月31日)

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 731 821

③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成17年４月１日

　至　平成18年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。
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④　退職給付

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　　 当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、

     適格年金制度を設けております。

　   なお、厚生年金基金については、平成16年12月21日

     に厚生労働大臣より解散が認可され、同日付で解散

　　 いたしました。

１．採用している退職給付制度の概要

　　 当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、

     適格年金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

イ．退職給付債務 △　854,755千円

ロ．年金資産 567,506千円

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △　287,249千円

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 －千円

ホ．未認識数理計算上の差異 155,225千円

ヘ．未認識過去勤務債務 －千円

ト．退職給付引当金

（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）
△　132,023千円

イ．退職給付債務 △　880,194千円

ロ．年金資産 718,928千円

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △　161,266千円

ニ．未認識数理計算上の差異 12,020千円

ホ．退職給付引当金

（ハ＋ニ）
△　149,246千円

 （注）　　連結子会社については、退職給付債務の算定に

当たり簡便法を採用しております。

（注）　　連結子会社については、退職給付債務の算定に

当たり簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

イ．勤務費用 157,612千円

ロ．利息費用 65,955千円

ハ．期待運用収益 △　 24,711千円

ニ．会計基準変更時差異の費用処理

額
91,724千円

ホ．数理計算上の差異の費用処理額 87,401千円

ヘ．過去勤務債務の償却額 △　 36,480千円

ト．厚生年金基金の解散に伴う戻入

益
△　996,421千円

チ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ

＋ホ＋ヘ＋ト）
△  654,918千円

イ．勤務費用 67,828千円

ロ．利息費用 12,714千円

ハ．期待運用収益 △　 16,943千円

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 36,351千円

ホ．退職給付費用

（イ＋ロ＋ハ＋ニ）
99,951千円

 （注）　　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は「イ．勤務費用」に含めております。

（注）１．「イ．勤務費用」は厚生年金基金に対する従業

員拠出額を控除しております。

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は「イ．勤務費用」に含めております。

 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 1.5％

期待運用収益率 3.0％

過去勤務債務の額の処理年数 5年

数理計算上の差異の処理年数 5年

会計基準変更時差異の処理年数 5年

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 1.5％

期待運用収益率 3.0％

数理計算上の差異の処理年数 5年
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

税務上の繰越欠損金    94,431千円

賞与引当金損金算入限度超過額    38,904千円

役員退職慰労引当金    41,311千円

退職給付引当金    51,857千円

販売用不動産評価損   354,501千円

固定資産評価損   117,187千円

投資有価証券評価損    22,598千円

貸倒引当金繰入限度超過額    53,749千円

その他有価証券評価差額金    22,794千円

その他    55,944千円

繰延税金資産小計   853,281千円

評価性引当額 △601,404千円

繰延税金資産合計   251,876千円

税務上の繰越欠損金 165,543千円

賞与引当金損金算入限度超過額 83,275千円

役員退職慰労引当金 48,971千円

退職給付引当金 58,725千円

販売用不動産評価損 279,764千円

投資有価証券評価損 30,607千円

貸倒引当金繰入限度超過額 25,076千円

その他 51,104千円

繰延税金資産小計 743,069千円

評価性引当額 △536,430千円

繰延税金資産合計 206,639千円

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △12,633千円

繰延税金負債合計 △12,633千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失が計上されているため、記

載しておりません。

（％） 
法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 6.8

住民税均等割等 2.4

評価性引当額の増減額 △18.4

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.0
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

住宅請負事
業（千円）

分譲事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 17,379,160 3,556,252 129,949 21,065,361 － 21,065,361

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 17,379,160 3,556,252 129,949 21,065,361 － 21,065,361

営業費用 17,021,791 3,885,539 134,069 21,041,401 218,692 21,260,093

営業利益又は営業損失（△） 357,368 △329,287 △4,120 23,960 △218,692 △194,731

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出

資産 3,980,697 4,653,152 28,462 8,662,312 2,247,071 10,909,384

減価償却費 56,131 5,845 231 62,208 287 62,495

資本的支出 608,123 62,888 2,595 673,607 － 673,607

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

住宅請負事
業（千円）

分譲事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 20,441,654 4,512,036 107,915 25,061,606 － 25,061,606

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,610 － － 1,610 △1,610 －

計 20,443,264 4,512,036 107,915 25,063,216 △1,610 25,061,606

営業費用 19,879,001 4,423,147 127,946 24,430,094 278,402 24,708,496

営業利益又は営業損失（△） 564,263 88,889 △20,031 633,121 △280,012 353,109

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出

資産 3,254,807 4,217,917 15,862 7,488,587 4,701,250 12,189,838

減価償却費 61,208 5,005 269 66,483 272 66,756

資本的支出 194,268 15,943 1,200 211,412 550 211,963

　（注）１．事業区分の方法

販売方法及び商品の存在形態の類似性を考慮して区分しております。
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２．各事業区分別の主要な商品等は次のとおりであります。

事業区分 主要商品及び事業内容

住宅請負事業

木質及びセラミック住宅の建築請負

増改築・リフォーム工事

建築確認申請及び調査

融資・登記事務代行手数料

分譲事業
土地付分譲住宅の販売及び施工

不動産販売

その他事業
不動産の仲介等

住宅設備等の販売

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度218,692千円、

当連結会計年度280,012千円であり、その主なものは、本社部門の役員報酬、給与等であります。

４．資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度2,247,071千円、当連結会計年

度4,701,250千円であり、その主なものは、定時払いの決済資金（預金）、長期投資資金（投資有価証券、会

員権）等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店が

ないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

１．兄弟会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(千円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上
の関係

親会社の

子会社

ミサワ

ホーム㈱

東京都

杉並区
80,659,606

住宅部材の

製造・販売

等

なし
兼任

１名

ミサワ

ホーム

販売施

工業務

ならび

にミサ

ワ部材

の継続

売買等

に関す

る契約

の締結

営業取

引

住宅部材

仕入
7,466,504 買掛金 2,760,381

住宅部材

等に係わ

る仕入割

戻し

77,610
未収入

金
819

営業取

引以外

の取引

資金借入 950,000 － －

借入金等

に係る利

息

26,955 － －

　（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等

借入金利率については、ミサワホーム㈱の調達金利を勘案し、双方協議の上決定しております。

２．住宅部材の仕入価格、仕入割戻額については、他の部材買取先と同様の条件であります。

３．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

１．兄弟会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(千円)

事業の内容
議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上
の関係

親会社の

子会社

ミサワ

ホーム㈱

東京都

杉並区
80,659,606

住宅部材の

製造・販売

等

なし
兼任

１名

ミサワ

ホーム

販売施

工業務

ならび

にミサ

ワ部材

の継続

売買等

に関す

る契約

の締結

営業取

引

住宅部材

仕入
8,530,582 買掛金 1,721,469

住宅部材

等に係わ

る仕入割

戻し

22,945
未収入

金
1,655

　（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等

借入金利率については、ミサワホーム㈱の調達金利を勘案し、双方協議の上決定しております。

２．住宅部材の仕入価格、仕入割戻額については、他の部材買取先と同様の条件であります。

３．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額    58円59銭

１株当たり当期純損失  119円32銭

１株当たり純資産額 89円99銭

１株当たり当期純利益 21円17銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されており、また、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）

（千円）
△874,250 155,121

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益

又は当期純損失（△）（千円）
△874,250 155,121

期中平均株式数（株） 7,327,062 7,326,600

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．部門別売上高、受注高及び受注残高

１．部門別売上高

 （単位：千円）

部門

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前期増減

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額
増減率
（％）

住宅請

負事業

個人及び集合住宅 14,233,288 67.6 17,213,988 68.7 2,980,699 20.9

請負分譲住宅 － － 21,500 0.1 21,500 －

増改築工事等 2,915,808 13.8 2,917,859 11.6 2,051 0.1

その他 230,063 1.1 288,306 1.2 58,243 25.3

計 17,379,160 82.5 20,441,654 81.6 3,062,494 17.6

分譲事業 3,556,252 16.9 4,512,036 18.0 955,784 26.9

その他

事業

仲介手数料等 122,030 0.6 102,155 0.4 △19,875 △16.3

その他 7,918 0.0 5,759 0.0 △2,158 △27.3

計 129,949 0.6 107,915 0.4 △22,033 △17.0

合計 21,065,361 100.0 25,061,606 100.0 3,996,244 19.0

２．受注高及び受注残高

 （単位：千円）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前期増減

金額
増減率
（％）

受注高

住宅請負事業 18,733,493 22,056,229 3,322,735 17.7

分譲事業 3,917,703 4,023,253 105,549 2.7

計 22,651,197 26,079,482 3,428,285 15.1

期末受

注残高

住宅請負事業 5,660,030 7,274,605 1,614,574 28.5

分譲事業 731,461 242,678 △488,783 △66.8

計 6,391,492 7,517,283 1,125,791 17.6
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