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１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）
(1）経営成績 （百万円未満切捨て）

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 6,220 (10.2) 194 (―) 133 (―)

17年３月期 5,645 (△14.0) 9 (△96.1) △38 (―)

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 205 (―) 51.35 ― 11.5 2.1 2.1

17年３月期 △741 (―) △184.66 ― △34.6 △0.5 △0.7

（注）①持分法投資損益 18年３月期  1百万円 17年３月期 △3百万円
②期中平均株式数 18年３月期          4,004,100株 17年３月期 4,015,638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

(2）配当状況  

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円　銭 円　銭 円　銭 百万円 ％ ％

18年３月期 5.00 ― 5.00 20 9.7 1.1

17年３月期 5.00 ― 5.00 20 ― 1.2

(3）財政状態  

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 5,697 1,906 33.5 476.17

17年３月期 7,337 1,681 22.9 419.89

（注）①期末発行済株式数 18年３月期          4,004,100株 17年３月期 4,004,100株
②期末自己株式数 18年３月期        175,000株 17年３月期 175,000株

(4）キャッシュ・フローの状況  

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 2,037 △167 △2,180 350

17年３月期 △131 110 381 660

２．平成19年３月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円　銭 円　銭 円　銭

中間期 3,100 60 60 ― ― ―

通　期 6,300 210 210 ― 10.00 10.00
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　52円45銭
※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可
能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては添付資料
の６ページをご参照下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、ミサワホームサンイン株式会社（当社）と関連会社であるホームビルド株式会社他２社、親会社で

あるミサワホームホールディングス株式会社及び同社の完全子会社であるミサワホーム株式会社で構成されており、事

業は主に個人住宅の請負工事、分譲住宅の販売及びその他の関連事業を行っております。

　事業内容と当社及び関連会社の当該事業にかかる位置づけは次のとおりであります。

住宅請負事業……当社が顧客から住宅工事を請負い、ミサワホーム株式会社より住宅部材を仕入れて当社が施工監理

し、ホームビルド株式会社他の指定工務店で施工し、販売しております。また、顧客より増改築・

メンテナンス工事、住宅設備機器設置工事等を請負い、指定外注先で施工し、販売しております。

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、土地付住宅として販売しております。な

お、ミサワホーム株式会社より住宅部材を仕入れて当社が施工監理し、ホームビルド株式会社他の

指定工務店で施工しております。

その他事業………修理等に使用する単品部材（商品）の販売や不動産売買の仲介等を行っております。不動産売買の

仲介については、住宅流通サービス株式会社他の提携不動産会社の仲介情報等を利用して仲介業務

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（当社及び当社の関連会社）は、創業以来一貫して木質プレハブ住宅「ミサワホーム」の普及に力を

そそぎ、地域の皆様に優れた品質の住宅や分譲宅地を提供してまいりました。近年の山陰地方は特に供給過剰感から

の地価下落が止まらず、建設、住宅、不動産業界において非常に厳しい市場環境となっております。このような環境

下、今後当社がミサワホームグループの販売会社として目指すべき企業経営の根幹として①高付加価値商品を中心と

した受注体制の確立②地域経済の発展に寄与する新規分譲地の開拓③財務基盤の健全化、といったコンセプトに立ち

返り、業務の充実と迅速な経営を図りながら、今まで以上に地域の皆様の様々なニーズにあわせた快適な住空間を提

供することを追及してまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、安定した配当を維持することを最重要施策の一つとして認識する一方、長期的な経営の観点から内部留保

の充実による財務体質の強化を図りつつ、経営環境や収益動向を勘案しながら株主の皆様に利益配分を継続して行う

ことを基本方針としております。当事業年度におきましては増収、黒字転換を達成したものの、内部留保と利益配分

のバランスを十分に考慮した結果、前事業年度に引き続き期末配当を５円といたしました。今後も引き続き強靭な体

質の企業となるべく全力で邁進してまいります。

(3）目標とする経営指標

　当社は従前より重視すべき課題として、１棟当たりの受注単価及び利益率のアップをテーマとして掲げ、その効果

を生かす目標として中期的には売上高経常利益率の５％達成に向けて取り組んでおります。当事業年度における売上

高経常利益率は2.1％となりました。今後は、請負事業比率をより一層高め、安定した利益率の確保に主眼を置き、目

標達成に向け注力してまいります。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、当社の所属するミサワホームグループの中核会社であるミサワホームホールディングス株式会社ほか計31

社とともに、株式会社産業再生機構により支援決定をいただいた事業再生計画を達成すべく邁進してまいりました。

当山陰地方を取り巻く経済環境は大変厳しいものがありましたが、当社は、得意とする値ごろ感のある分譲宅地と利

益率の高い注文住宅とのセット販売をコア戦略として推進してまいりました。また、財務基盤強化を図るため、たな

卸資産の回転効率を高めるなど有利子負債の削減にも取り組んでまいりました。この結果、平成18年３月31日付で事

業再生に係る支援の終了を受け、新たなステージへと踏み出しました。しかしながら、今後当社がそのステージを進

むにあたっては、現在のコア事業をさらにレベルアップし、また新たな収益の柱となる事業を育てることが今後の住

宅市場を占う意味においては必要不可欠であります。そこで、いわゆる「団塊の世代ジュニア」向けの販売戦略にお

いて、従来より高級感、質感、満足感を高めたより高品質な住宅を主体とするラインナップを設けるとともに、その

親世代「団塊の世代」に向けた建替のご提案や、付加価値を高める新たなホームイング事業の推進といったストック

ビジネスに一層注力することで、新たな需要の掘り起こしにも積極的に取り組んでまいります。

(5）対処すべき課題及びその方法

（コア事業への経営資源の集中）

　当社グループの販売戦略においては、①住宅請負事業②分譲事業③リフォーム事業といったコア事業３本柱への経

営資源の集中を会社一丸となって取り組む最重要課題として位置づけております。この課題を大局的に捉えた場合、

厳しい環境下にありながらいかに地域シェアを高めていくか、またいかにお客様にとって魅力的な商品をプレゼンテー

ションできるかが重要なテーマであると認識しております。さらにこれらは、ご契約者、ご入居者を中心とした顧客

満足度（ＣＳ）の向上が今後の紹介受注、ホームイング（リフォーム）受注に繋がっていくものとの認識から、全社

挙げて取り組むべき命題と考えております。

　山陰地方においては優良かつ低価格の分譲地を供給できるディベロッパーは数少なく、当社グループはその点で競

合他社よりも優位な立場にあるため、高品質・低価格の土地付分譲住宅を安定的に供給することができます。そこで、

具体的な方法としては、独自の大収納空間『蔵（ＫＵＲＡ）』の魅力をふんだんに生かした「ＣＥＮＴＵＲＹ（セン

チュリー）蔵のある家」、日本独特の風土、微気候（ビキコウ）にあった快適さをもたらす先人の知恵満載の新商品

「ＣＥＮＴＵＲＹ　ＶｉＫｉＣｏｕｒｔ（ビキコート）」を新たなコア・ラインナップに加え、シンプルで上質な住

空間を演出し、世代を超えた販売戦略に努めてまいります。また、昨今のエネルギー価格高騰を踏まえ、地元電力会

社とのタイアップによるエコモデル住宅展示会を開催するなど、将来の環境を見据えた暮らしを提案してまいります。

また、顧客満足度（ＣＳ）向上に向けては、ご入居後も安心と安らぎのある暮らし方を楽しんでいただけるよう、様々

なお役立ちのご提案を継続してまいります。
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（頑強な財務体質の構築）

　当社は、従前より有利子負債の削減や株主資本の充実を財務面における最重要課題として取り組んでまいりました。

当事業年度末においては従前からの財務施策が功を奏し、有利子負債残高は当初の目標水準であった3,000百万円を下

回り、2,424百万円（前年同期比47.1％減）となりました。また自己資本比率も33.5％となり、前年同期比10.6ポイン

トの大幅な改善となりました。今後も有利子負債の削減を計画的に行い、自己資本比率のさらなる向上にも注力しな

がら、厳しい環境下でも十分な利益配分を行えるだけの頑強な企業体質づくりを進めてまいります。

(6）内部管理体制の整備・運用状況

（内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状況）

①　取締役会

　当社の経営上の意思決定機関としては取締役会が機能しております。定例として毎月１回のほか、必要に応じ

て臨時取締役会を開催し、迅速で正確な情報の把握と経営判断を行っております。現在の取締役は５名であり、

うち１名は親会社であるミサワホームホールディングス株式会社から登用しております。取締役の任期は一期一

年であり、業務分掌に基づく目標達成責任を明確にすることで適正な機能の確保に努めております。

　②　監査役制度

　当社は監査役制度を採用しております。監査役は２名（うち常勤監査役は１名）であり、どちらも社外から登

用しております。監査役は取締役会、経営会議への出席や、各部署への業務監査、ヒアリングにより、取締役の

業務執行の監査とともに、経営に対する意見、助言を行っております。

③　管理部門の配置状況

　管理部門の配置状況につきましては、総務統括部（財務経理、総務人事担当）及び総合企画室で構成する管理

本部を配置しており、稟議制度運用、予算統制、適時開示等の観点から業務を行うことにより、業務部門への牽

制機能を担っております。また、監査室及び総合企画室が連携をとって事業部門全般にわたる内部監査を行うほ

か監査法人との意見交換なども取り入れるなど、適切な業務遂行に努めております。

④　社内規程の整備状況

　社内規程につきましては、関係法令の改正、組織変更等による業務分掌・職務権限等を含めた内部統制機能整

備の動向等に応じて随時関係規程の整備を行っております。

⑤　内部統制の充実に向けた取組みの最近１年間の実施状況

　　個人情報保護の再徹底及び全社員へのコンプライアンスに対する意識付けが日常業務に多大な影響を及ぼす観

点から小ロットによる勉強会を行いました。また、業務管理一元化の観点から進めている新システムの導入を機

に、業務分掌と実務分掌の明確化を行い、再整備を図りました。

(7）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

 （平成18年３月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割合

（％）
親会社等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

52.6

(12.9)

東京証券取引所　　市場第一部

大阪証券取引所　　市場第一部

名古屋証券取引所　市場第一部

　（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、親会社等やそのグループ企業との関係

　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。同社は当社の株式の52.6％（間接保有分

12.9％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及び管理を行っております。当社の事業エリア

は鳥取、島根両県であることから、グループの一員としてのヴィジョンの共有や経営情報の交換及び他エリアにお

ける住宅市場動向の情報等の入手、活用を目的として、親会社の執行役員（１名）が当社取締役を兼任しておりま

すが、個別の業務執行等の独立性は確保されております。

　当社は、同社の完全子会社であるミサワホーム株式会社が製造販売する住宅部材によって建築される工業化住宅

「ミサワホーム」の販売施工代理店であります（前述２ページ「１.企業集団の状況」をご参照下さい）。親会社及

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、親会社との間では従業員の

受入出向等の人的関係、重要な設備の賃貸借等当社事業に係わる直接的な取引関係はありませんが、ミサワホーム

株式会社との間では事業上の重要な取引を行っております。その内容につきましては、財務諸表等における注記（関

連当事者との取引）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
(1）当事業年度の業績の概況

　当事業年度におけるわが国経済は、原油価格、商品市況の高止まりが与える経済への影響に気を配りつつも、堅調

さを示す経済指標や企業収益の好調さに支えられ、また所得、雇用状況の好転が個人消費を伸ばす環境を導くなど、

景気回復力の確かさが鮮明になってまいりました。

　住宅業界におきましては、首都圏における不動産価格の下げ止まり、あるいは一部には値上がりといった明るい兆

しが大都市圏に波及する傾向が窺えるものの、当山陰地方においては未だ不動産価格の下落による需給バランスの悪

化も継続しております。先般発表された平成17年度新設住宅着工戸数の全国総数は、持家が減少したものの、貸家、

分譲住宅が増加したため、およそ124万戸強（対前年度比4.7％増）となり３年連続の増加となりましたが、当山陰地

方におきましては島根県が対前年比19.1％減、鳥取県が同じく18.5％減であり、全国ワーストの下落率となっている

ことからも景気回復力の格差が窺える状況にあります。

　このような市場環境の下、当社は、コア戦略への特化をテーマに掲げた受注活動を展開してまいりました。住宅請

負事業では、すぐれたコストパフォーマンスとフレキシブルな可変設計対応により、暮らしやすさをプラスした「Ｇ

ＥＮＩＵＳ　ＳＭＡＲＴ　ＳＴＹＬＥ」、独自の大収納空間『蔵（ＫＵＲＡ）』を初めて１階に搭載する等数々の新

しい提案に満たされた高品質住宅「ＣＥＮＴＵＲＹ　蔵のある家」を中心に、当社の得意とする値ごろ感のある分譲

宅地とのセット販売を積極的に行ってまいりました。また、分譲事業におきましては、たな卸資産の回転を進めるべ

く既存分譲地におけるスタンプ・ラリーや、次世代制震装置「ＭＧＥＯ（エムジオ）」を搭載した建売住宅を中心と

した現場見学会を開催し、地震に強い「ミサワホーム」をアピールすることで新規顧客獲得に注力してまいりました。

　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、住宅請負事業、分譲事業ともに受注、売上が好調

に推移したことに加え、販売費及び一般管理費の削減効果も寄与したことにより、当事業年度の業績は、売上高6,220

百万円（前年同期比10.2％増）、経常利益133百万円（前年同期は経常損失38百万円）、当期純利益205百万円（前年

同期は当期純損失741百万円）となり、５年ぶりの増収を達成いたしました。

(2）キャッシュ・フロー

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益が146百万円（前年同期は

税引前当期純損失637百万円）と大きく改善したことに加えてたな卸資産が減少した一方、有利子負債の返済が進んだ

ことにより、前事業年度末に比べ310百万円減少（前年同期比47.0％減）し、当事業年度末には350百万円となりました。

　当事業年度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）

　営業活動の結果得られた資金は2,037百万円（前年同期は131百万円の使用）となりました。これは主に、販売好調

によるたな卸資産の減少額1,480百万円を反映したものであります。

（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167百万円（前年同期は110百万円の収入）となりました。これは主に、定期預金の

預入による支出が340百万円増加したこと等を反映したものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は2,180百万円（前年同期は381百万円の収入）となりました。これは主に、短期借入

金の返済による減少額2,111百万円を反映したものであります。
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　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率（％） 33.8 22.9 33.5

時価ベースの株主資本比率（％） 27.3 15.4 32.8

債務償還年数（年） 18.9 ― 1.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 3.3 ― 23.4

（注）１. 各指標の算定方式

　　　　株主資本比率：株主資本／総資産

　　　　時価ベースの株主資本比率：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　　

２. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３. 営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、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全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額及び社債利息の支払額を使用し

ております。

 ４. 平成17年３月期における債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッ

シュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。

 

(3）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、堅調な企業業績や個人の消費支出の好転等から景気回復の足取りが加

速することが予想されますが、その反面、原油価格、資材価格や国際情勢などに不安定要素を抱えており、景気の足

踏みのリスクも踏まえながらの予断を許さない状況にあると思われます。

　住宅業界におきましては、都市と地方の不動産に対する資金還流の格差拡大の一方、上昇が加速する可能性がある

金利動向と、景況感改善による住宅投資への需要増への期待感とが複雑に交錯した状況にあると思われます。

　未だ楽観視できないこのような状況下におきまして、当社は、地域の新しいニーズにマッチした高品質住宅をセレ

クトし拡販することで、新しい「ＭＩＳＡＷＡ」ブランドイメージの構築を図るとともに、トータルコスト管理の徹

底や、強固な財務基盤の構築への注力を継続し、更なる筋肉質な会社を目指してまいります。

　次期の見通しといたしましては、当事業年度より好調な販売が続いている「オーナーズヒル浜坂台」（鳥取県鳥取

市）を牽引役とした、値ごろ感のある分譲地と注文住宅とのセット販売を継続する一方、近年実績が低調であった建

替需要の受注回復を目指すべく、「ＣＥＮＴＵＲＹ」シリーズを中心とした高級感あふれる住宅の拡販にも注力して

まいります。加えて、過去の地震においてもその強さが実証済みであるミサワホームの「耐震構造」に加え、揺れを

抑える「制震技術」をプラスした次世代耐震構造「ＭＧＥＯ（エムジオ）」の搭載を推進し、安心さとすぐれたコス

トパフォーマンスの調和を訴求してまいります。併せて、ストックビジネスを次世代の収益のコアとして育むべく、

リフォーム部門を増員し、「ホームイング事業部」として再編成を行っております。今後のホームイング（リフォー

ム）事業の将来性にも着目し、効率の良い販売活動を展開してまいる所存であります。

　以上のことから、前事業年度に比べ受注残高は減少しているものの（前年同期比21.6％減）、住宅請負事業中心の

施策転換促進により、特に下期にかけての単価アップを踏まえた受注、売上への寄与を想定しております。併せてホー

ムイング事業の受注増加も見込まれることから、通期の業績見通しは売上高6,300百万円（前年同期比1.3％増）、経

常利益210百万円（前年同期比56.9％増）、当期純利益210百万円（前年同期比2.1％増）を予想しております。

　なお、期末配当金につきましては、１株当たり10円への増額を予定しております。
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(4）事業等のリスク

　当社の経営成績、財政状況等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。

①　事業特有の変動要因

　当社の事業区分のうち主なものは住宅請負事業及び分譲事業であり、これに係る変動要因を整理すると、以下の

とおりであります。

（住宅請負事業）

　主に一般顧客からの受注（工事請負契約）に基づくものであり、受注（契約）から完成引渡しまでには平均約４

～６ヶ月を要します。売上計上は完成引渡し時であり、顧客の希望工期（完成引渡し）は１年のうち９月及び３月

に集中することが多く、売上高及び利益計上も第２及び第４四半期に集中するため、四半期毎の経営成績は大きく

変動しております。また、鳥取県東部地区においては多雪日が続くなどの天候に左右される可能性があります。

（分譲事業）

　主に建売住宅及び土地売上に係る受注（土地、建物の売買契約）に基づくものであり、売上は引渡し時に計上し

ております。受注（契約）時における当該販売用不動産の工事（造成、建築）進捗状況により売上、利益計上まで

の期間が変わります（建売住宅の建物未着工物件であれば着工から平均約２～３ヶ月後、完成在庫物件であれば即

時引渡可能）。販売予定地及びこれに係る建売住宅用の部材仕入については、分譲地周辺の販売動向、ニーズ、資

金計画等を勘案して購入・仕入を行っており、これに係る資金負担（金融機関からの借入金）が先行して発生しま

す。販売の回転が鈍り、長期間在庫として抱えることとなった場合、販売価格の下落や税金、金利負担等が増加す

るリスクが存在するため、昨今では建売形式から注文住宅とのセット販売へと施策転換を図っており、資金負担と

長期保有による利益低下のリスクを減らすべく努めておりますが、事業環境の変化により時価が下落した場合など

には評価損が発生し、当社の業績に影響を与える可能性があります。

（両事業に共通する変動要因）

　天災その他予想し得ない事態による建築工期の遅延等、不測の事態により引渡し時期が期末日を越えて遅延した

場合には、当社の業績が著しく変動する可能性があります。また、不動産取引価格や金利、税制の推移を踏まえた

地域経済の動向によっても当社の業績に影響を与える可能性があります。

②　キャッシュ・フローの状況の変動要因

　当社は、販売用不動産（分譲用土地）及び住宅部材等の購入に関しては、主として金融機関からの借入金により

調達しているため、有利子負債への依存度が比較的高い水準にあります。当事業年度は「オーナーズヒル浜坂台」

（鳥取県鳥取市）等を中心とした新規分譲地を購入いたしましたが、主に建売分譲住宅を中心としたたな卸資産早

期売却の観点から積極的な販売活動を展開した結果、予想以上に資金回収が促進されたことにより、有利子負債の

期末残高が大幅に減少しております。資金効率の面からも住宅請負事業中心の施策へと転換を図りつつある現在、

借入金残高及び利息負担が今後増加する要因は薄れつつありますが、大型プロジェクトの企画や開発案件など将来

にわたり多大な収益が見込めると判断される事業に参画した場合などは、一時的に大きな資金負担等が発生する可

能性があり、またその際の金利水準の動向によっては当社の業績にも影響を及ぼす可能性があります。

③　特定の取引先への高い依存度について

　当社の主要仕入高のうち、住宅部材に係るもののほとんどは兄弟会社であるミサワホーム株式会社に依存してお

ります。また、主要購買層の当社に対するイメージは「ミサワホーム」というブランド力によるところが大きいと

思われます。当社を含めミサワホームグループの事業上または財務上に重要な問題が発生した場合は、ブランドイ

メージを含め、販売成績及び仕入状況にも影響を受ける場合があります。

④　法的規制等について

　当社は、住宅請負事業者として建築基準法、住宅品質確保促進法等、また不動産業者として宅地建物取引業法、

都市計画法等による法的規制を受けており、かつ当社は事業を行うに当たり特定建設業許可及び宅地建物取引業法

に基づく免許等を受け事業を営んでおります。当社が請負及び売買契約の当事者として工事に携わり、顧客からの

クレーム等により工事内容に瑕疵が認められた場合、瑕疵の内容によってはこれらの規制を遵守できなかったもの

とみなされ、当社の業績に影響を与える負担が発生する可能性があります。また、当社は宅地開発事業も手がけて

おり、その関係から当社の住宅を建築する際の地盤調査なども綿密に行い、必要な場合には重要事項として説明を

行っております。しかしながら測定データ以上に地盤沈下が進むなど想定外の状況により事業主責任としてその瑕

疵が認定された場合、損害賠償や改修費用が発生するなど当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　個人情報保護に関する重要事項について

　当社の主要売上先のほとんどは一般顧客であるため個人情報を取り扱います。そこで当社では役員を含む全従業

員及び下請工事発注等顧客情報を有する可能性のある取引先との間において機密保持に関する誓約等の周知徹底を

図るとともに、各部門長が情報管理責任者となって対応しておりますが、万一情報漏洩が発生した場合には、顧客

からのクレームにより損害賠償請求を受ける可能性があります。また、このことにより受注活動等業績に影響を及

ぼす可能性があります。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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 1,140,649 1,089,896 △50,752

２．完成工事未収入金 34,310 6,357 △27,952

３．売掛金 893 3,152 2,259

４．親会社株式 ※１ 26,175 － △26,175

５．未成工事支出金 114,202 155,656 41,454

６．分譲土地建物 ※１ 3,793,246 2,899,122 △894,124

７．未成分譲支出金  769,360 141,530 △627,830

８．貯蔵品 2,216 1,483 △732

９．前渡金 8,489 9,000 511

10．前払費用 25,022 12,774 △12,248

11．繰延税金資産 32,058 99,887 67,828

12．未収入金  118,531 45,061 △73,469

13．立替金 32,326 24,684 △7,641

貸倒引当金 △24,518 △19,734 4,784

流動資産合計 6,072,964 82.8 4,468,873 78.5 △1,604,091

Ⅱ　固定資産  

(1)有形固定資産  

１．建物 ※１ 272,945 243,363  

減価償却累計額 116,851 156,093 108,348 135,015 △21,078

２．構築物 ※１ 21,275 18,142  

減価償却累計額 15,181 6,093 13,091 5,050 △1,042

３．車両運搬具 32,153 31,931  

減価償却累計額 25,568 6,585 21,374 10,557 3,971

４．工具器具及び備品 22,601 20,464  

減価償却累計額 18,787 3,813 17,388 3,075 △738

５．土地 ※1,7 440,817 404,924 △35,893

有形固定資産合計 613,403 8.3 558,623 9.8 △54,780

(2)無形固定資産  

１．借地権 9,050 9,050 －

２．ソフトウェア 2,631 － △2,631

３．電話加入権 3,899 3,899 －

無形固定資産合計 15,580 0.2 12,949 0.2 △2,631
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

(3)投資その他の資産  

１．投資有価証券 ※１ 510,377 540,759 30,381

２．関係会社株式 14,550 14,550 －

３．出資金 8,000 8,000 －

４．長期前払費用 1,530 1,056 △474

５．会員権 15,500 3,000 △12,500

６．保険積立金 24,251 18,690 △5,561

７．差入保証金  67,873 67,812 △60

８．その他 56,355 8,928 △47,426

貸倒引当金 △62,600 △6,150 56,450

投資その他の資産合
計

635,838 8.7 656,647 11.5 20,808

固定資産合計 1,264,823 17.2 1,228,220 21.5 △36,602

資産合計 7,337,787 100.0 5,697,093 100.0 △1,640,693
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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  257,926 415,896 157,969

２．工事未払金 ※４ 104,570 194,923 90,353

３．分譲工事未払金 ※４ 51,630 55,369 3,739

４．短期借入金 ※１ 4,135,425 2,024,000 △2,111,425

５．一年以内返済予定の
長期借入金

※１ 9,996 － △9,996

 ６. 一年以内償還予定の
社債

 － 400,000 400,000

７．未払金 15,762 35,149 19,386

８．未払費用  45,218 41,405 △3,812

９．未払法人税等 2,823 3,270 446

10．未成工事受入金 179,589 170,720 △8,868

11．前受金 13,430 5,734 △7,695

12．預り金 90,004 96,086 6,082

13．賞与引当金 18,130 20,057 1,927

14．完成工事補償引当金 9,247 12,502 3,255

流動負債合計 4,933,752 67.2 3,475,115 61.0 △1,458,637

Ⅱ　固定負債  

１．社債 400,000 － △400,000

２．長期借入金 ※１ 39,179 － △39,179

３．繰延税金負債 53,204 77,425 24,221

４．再評価に係る繰延税
金負債

36,794 36,794 －

５．退職給付引当金 16,923 15,602 △1,321

６．役員退職慰労引当金 152,572 159,097 6,525

７．受入保証金 24,074 26,441 2,366

固定負債合計 722,748 9.9 315,361 5.5 △407,386

負債合計 5,656,501 77.1 3,790,477 66.5 △1,866,024
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 444,770 6.1 444,770 7.8 －

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 385,606 385,606 －

資本剰余金合計 385,606 5.3 385,606 6.8 －

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 111,192 111,192 －

２．任意積立金  

別途積立金 1,500,000 800,000 △700,000

３．当期未処分利益又は
当期未処理損失
（△）

△550,828 268,539 819,367

利益剰余金合計 1,060,364 14.4 1,179,731 20.7 119,367

Ⅳ　土地再評価差額金 ※７ △202,245 △2.8 △136,018 △2.4 66,227

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

88,796 1.2 128,532 2.3 39,735

Ⅵ　自己株式 ※３ △96,005 △1.3 △96,005 △1.7 －

資本合計 1,681,286 22.9 1,906,616 33.5 225,330

負債・資本合計 7,337,787 100.0 5,697,093 100.0 △1,640,693
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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　完成工事高 2,721,310 3,021,189  

Ⅱ　完成工事原価 2,191,623 2,404,561  

完成工事総利益 529,686 616,627  

Ⅲ　分譲売上高 2,847,696 3,128,197  

Ⅳ　分譲売上原価 2,505,852 2,831,120  

分譲売上総利益 341,844 297,076  

Ⅴ　その他売上高 76,312 71,167  

Ⅵ　その他売上原価 19,810 23,222  

その他売上総利益 56,502 47,944  

売上高合計 5,645,319 100.0 6,220,553 100.0 575,233

売上原価合計  4,717,285 83.6 5,258,905 84.6 541,619

売上総利益 928,033 16.4 961,648 15.4 33,614

Ⅶ　販売費及び一般管理費  

１．広告宣伝費 95,169 50,420  

２．販売手数料 39,590 34,765  

３．貸倒引当金繰入額 13,786 －  

４．貸倒損失 374 －  

５．役員報酬 92,514 78,224  

６．給与手当 301,259 285,874  

７．賞与引当金繰入額 14,826 13,590  

 ８. 完成工事補償引当金
繰入額

－ 8,969  

９．法定福利費 37,330 36,470  

10．退職給付費用 32,125 8,506  

11．役員退職慰労引当金
繰入額

6,731 6,525  

12．賃借料 26,852 24,042  

13．減価償却費 19,884 13,671  

14．租税公課 47,762 35,146  

15．支払手数料 61,183 58,997  

16．その他 129,460 918,853 16.3 112,150 767,354 12.3 △151,499

営業利益 9,180 0.1 194,293 3.1 185,113

Ⅷ　営業外収益  

１．受取利息 168 245  

２．受取配当金 5,985 3,882  

３．仕入割引  10,073 5,503  

４．受取解約金 3,597 7,377  

５．その他 4,875 24,700 0.5 4,235 21,243 0.3 △3,457
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

Ⅸ　営業外費用  

１．支払利息 67,459 73,376  

２．社債利息 1,700 1,700  

３．支払保証料 2,000 2,000  

４．その他 910 72,070 1.3 4,625 81,702 1.3 9,632

経常利益又は経常損
失（△）

△38,189 △0.7 133,834 2.1 172,023

Ⅹ　特別利益  

１．固定資産売却益 ※１ 3,979 21  

 ２. 親会社株式売却益  － 18,492  

３．投資有価証券売却益 26,829 98  

４．貸倒引当金戻入益 － 17,950  

５．退職給付引当金戻入
益

81,202 112,010 2.0 － 36,563 0.6 △75,447

XI　特別損失  

１．固定資産除売却損 ※２ 795 16,210  

２．貸倒引当金繰入額 52,500 －  

３．分譲土地建物評価損 501,281 －  

４．固定資産評価損 ※３ 141,748 －  

５. 投資有価証券売却損  － 500  

６. 投資有価証券評価損  － 3,999  

７．会員権売却損 7,755 3,401  

８．会員権評価損 7,712 711,792 12.6 － 24,111 0.4 △687,680

税引前当期純利益又
は税引前当期純損失
（△）

△637,970 △11.3 146,285 2.3 784,256

法人税、住民税及び
事業税

1,323 1,412  

法人税等調整額 102,227 103,550 1.8 △60,741 △59,329 △1.0 △162,880

当期純利益又は当期
純損失（△）

△741,521 △13.1 205,615 3.3 947,136

前期繰越利益 212,963 129,151 △83,812

土地再評価差額金取
崩額

△22,270 △66,227 △43,956

当期未処分利益又は
当期未処理損失
（△）

△550,828 268,539 819,367
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(3）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

 

税引前当期純利益又は税引
前当期純損失（△）

△637,970 146,285 784,256

減価償却実施額 24,773 17,298 △7,474

賞与引当金の増減額（減
少：△）

△635 1,927 2,562

完成工事補償引当金の増減
額（減少：△）

△1,098 3,255 4,353

貸倒引当金の増減額（減
少：△）

66,286 △18,595 △84,882

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

△66,077 △1,321 64,756

役員退職慰労引当金の増減
額（減少：△）

4,031 6,525 2,493

受取利息及び受取配当金 △6,154 △4,127 2,027

支払利息 67,459 73,376 5,917

社債利息 1,700 1,700 －

固定資産売却益 △3,979 △21 3,957

固定資産除売却損 795 16,210 15,415

固定資産評価損 141,748 － △141,748

親会社株式売却益 － △18,492 △18,492

投資有価証券売却益 △26,829 △98 26,730

投資有価証券売却損 － 500 500

投資有価証券評価損 － 3,999 3,999

会員権売却損 7,755 3,401 △4,353

会員権評価損 7,712 － △7,712

売上債権の増減額（増加：
△）

94,226 25,693 △68,532

たな卸資産の増減額（増
加：△）

△40,477 1,480,500 1,520,978

未収入金の増減額（増加：
△）

－ 73,469 73,469

その他の流動資産の増減額
（増加：△）

196,584 － △196,584

仕入債務の増減額（減少：
△）

184,403 252,062 67,658

未成工事受入金及び前受金
の増減額（減少：△）

9,072 △16,564 △25,636

その他の流動負債の増減額
（減少：△）

△34,933 － 34,933
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

その他の固定負債の増減額
（減少：△）

△1,586 － 1,586

その他 3,904 78,190 74,285

小計 △9,288 2,125,175 2,134,463

利息及び配当金の受取額 6,154 4,127 △2,027

利息の支払額 △51,719 △85,483 △33,764

社債利息の支払額 △1,700 △1,700 －

法人税等の支払額 △74,553 △4,518 70,035

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△131,106 2,037,601 2,168,708

Ⅱ　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 △615,227 △955,408 △340,181

定期預金の払戻による収入 655,715 695,868 40,152

有形固定資産の取得による
支出

△700 △10,065 △9,365

有形固定資産の売却による
収入

70,031 33,989 △36,041

投資有価証券の取得による
支出

△40,000 － 40,000

親会社株式の売却による収
入

－ 27,142 27,142

投資有価証券の売却による
収入

37,510 39,612 2,102

会員権の売却による収入 3,244 1,598 △1,646

投資活動によるキャッシュ・
フロー

110,574 △167,262 △277,837

Ⅲ　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（減
少：△）

466,725 △2,111,425 △2,578,150

長期借入金の返済による支
出

△32,481 △49,175 △16,694

自己株式の取得による支出 △12,240 － 12,240

配当金の支払額 △40,433 △20,032 20,401

財務活動によるキャッシュ・
フロー

381,570 △2,180,632 △2,562,202

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

－ － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
（減少額：△）

361,038 △310,292 △671,331

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

299,307 660,346 361,038

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残
高

※
660,346 350,054 △310,292
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(4）利益処分案及び損失処理案

前事業年度 当事業年度

区分
注記

番号
金額（千円） 区分

注記

番号
金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失 550,828 Ⅰ　当期未処分利益 268,539

Ⅱ　損失処理額 Ⅱ　利益処分額

任意積立金取崩額 配当金 20,020 20,020

別途積立金取崩額 700,000 700,000 Ⅲ　次期繰越利益 248,518

Ⅲ　利益処分額

配当金 20,020 20,020

Ⅳ　次期繰越利益 129,151

 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（継続企業の前提に関する注記）

当社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

て債務超過となったことから、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財

務諸表を作成しており、当該重要な疑義の影響を財務諸

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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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

関連会社株式

移動平均法による原価法

関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

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）

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．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

未成工事支出金・分譲土地建物・未成分譲

支出金

個別法による原価法

未成工事支出金・分譲土地建物・未成分譲

支出金

同左

貯蔵品

先入先出法による原価法

貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(附属設備を除く)につ

いては定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

　建物　　　　７～38年

展示用建物　　　７年

(1)有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(附属設備を除く)につ

いては定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

　建物　　　　６～38年

 

(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

づく定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

同左

４．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、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

収可能性を勘案し、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

　従業員の賞与支給に備えるため、支給見

込額のうち当期の負担額を計上しておりま

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、過年度の補償工事実績に基づ

く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
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4)退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末の簡便法による退職給付債務及び年金

資産の額に基づき、当期末に発生してい

ると認められる額を計上しております。

(4)退職給付引当金

同左

（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

に係わる退職給付引当金の取崩処理を

行いました。この結果、当事業年度に

おいて、「退職給付引当金戻入益」

81,202千円を特別利益に計上しており

ます。

──────

 

(5)役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えて、内

規に基づく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

５．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

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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基準）

   当事業年度より、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。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

──────

 

 （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「未収入金の増減

額」は、前期は「その他の流動資産の増減額」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、前期の「その他の流動資産の増減額」に含まれて

いる「未収入金の増減額」は△32,858千円であります。

 

 

 

 営業活動におけるキャッシュ・フローの「その他の流動

資産の増減額」、「その他の流動負債の増減額」及び「そ

の他の固定負債の増減額」は、当期において金額的重要性

が乏しくなったため「その他」に含めて表示しております。

　なお、当期の「その他」に含まれている「その他の流動

資産の増減額」、「その他の流動負債の増減額」及び「そ

の他の固定負債の増減額」はそれぞれ32,218千円、25,221

千円、2,366千円であります。

追加情報

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（有形固定資産の保有目的の変更）

　当事業年度において、有形固定資産の建物53,365千円、

構築物517千円、土地193,353千円をそれぞれ分譲土地建物

へ振替を行っております。

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

親会社株式 26,175千円

分譲土地建物 495,738

建物 139,352

構築物 3,569

土地 440,817

投資有価証券 125,279

計 1,230,931

分譲土地建物     306,812千円

建物 120,342

構築物 2,968

土地 404,924

投資有価証券 193,855

計 1,028,901

(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務

短期借入金 1,165,225千円

一年以内返済予定の長期借

入金
9,996

長期借入金 39,179

計 1,214,400

短期借入金     717,000千円

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数　　　普通株式 10,000,000株

発行済株式総数　普通株式 4,179,100株

授権株式数　　　普通株式 10,000,000株

発行済株式総数　普通株式 4,179,100株

※３．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式175,000

株であります。

※３．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式175,000

株であります。

※４．関係会社に対する負債 ※４．関係会社に対する負債

工事未払金 14,568千円

分譲工事未払金 15,539

工事未払金       62,775千円

　５．偶発債務

　保証債務は次のとおりであります。

住宅購入者のためのつなぎ融資に対する保証債

務

　５．偶発債務

　保証債務は次のとおりであります。

住宅購入者のためのつなぎ融資に対する保証債

務

580,260千円      974,380千円

　６．配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は88,796千

円であります。

　６．配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は128,532

千円であります。

－ 20 －



前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※７．土地の再評価に関する法律 （平成10年３月31日

公布法律第34号） に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上して

おります。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第４号に定め

る算定の基礎となる価額に基づき、合理的な調

整を行って算出

※７．土地の再評価に関する法律 （平成10年３月31日

公布法律第34号） に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上して

おります。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第４号に定め

る算定の基礎となる価額に基づき、合理的な調

整を行って算出

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

△58,771千円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

    △110,887千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

展示用建物 334千円

土地 3,645

※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 21千円

※２．固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

固定資産除却損 固定資産除却損

車両運搬具 39千円

工具器具及び備品 239

工具器具及び備品 145千円

固定資産売却損 固定資産売却損

土地 517千円 建物    1,717千円

車両運搬具 16 

土地 14,331 

※３．固定資産評価損の内訳は次のとおりであります。 ※３．　　　　　　──────

建物 30,616千円

土地 111,131

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成17年３月31日現在）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,140,649千円

預入期間が３か月を超える定

期預金
△480,302

現金及び現金同等物 660,346

現金及び預金勘定 1,089,896千円

預入期間が３か月を超える定

期預金
△739,842

現金及び現金同等物 350,054
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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

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

(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

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）

展示用建物 52,350 39,262 13,087

工具器具及び
備品

20,293 15,321 4,972

ソフトウェア 8,421 8,025 395

合計 81,065 62,609 18,455

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）

展示用建物 52,350 49,732 2,617

工具器具及び
備品

14,353 11,665 2,688

ソフトウェア 4,161 4,013 148

合計 70,865 65,411 5,453

(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

１年内 13,676千円

１年超 5,821千円

合計 19,497千円

１年内     4,849千円

１年超    956千円

合計   5,806千円

(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、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 15,056千円

減価償却費相当額 13,852千円

支払利息相当額 938千円

支払リース料 14,121千円

減価償却費相当額  13,002千円

支払利息相当額    443千円

(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
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②　有価証券

前事業年度（平成17年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を

超えるもの

(1)株式 290,696 443,819 153,122

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 290,696 443,819 153,122

貸借対照表計上額が

取得原価を

超えないもの

(1)株式 51,567 47,733 △3,834

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 40,000 39,800 △200

その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 91,567 87,533 △4,034

合計 382,264 531,352 149,088

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

(1)子会社及び関連会社株式

関連会社株式 14,550

(2)その他有価証券

非上場株式 5,200

３．関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年４月１日　至　平成17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）

37,510 26,829 －
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５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内
（千円)

１年超５年以内
（千円)

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

１. 債券

(1) 国債・地方債等 － － － －

(2) 社債 － － 39,800 －

(3) その他 － － － －

２. その他 － － － －

合計 － － 39,800 －

当事業年度（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を

超えるもの

(1)株式 333,600 539,559 205,958

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 333,600 539,559 205,958

貸借対照表計上額が

取得原価を

超えないもの

(1)株式 － － －

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 － － －

合計 333,600 539,559 205,958

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、

30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減

損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

(1)子会社及び関連会社株式

関連会社株式 14,550

(2)その他有価証券

非上場株式 1,200

－ 24 －



３．関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

４．当事業年度中に売却したその他有価証券（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）

66,754 18,591 500

③　デリバティブ取引

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　当社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。

当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社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。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、適格退職年金制度を採用しております。従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した簡便法

による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

なお、当社及び当社グループの厚生年金基金制度として、ミサワホームグループによる連合設立型である厚

生年金基金に加入しておりましたが、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。

２．退職給付債務及びその内訳

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

退職給付債務（千円） 140,120 124,850

年金資産（千円） 123,196 109,248

退職給付引当金（千円） 16,923 15,602

３．退職給付費用の内訳

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用

勤務費用等（千円） 36,077 8,506

　（注）　厚生年金基金の解散に伴い、上記のほか前事業年度において特別利益に退職給付引当金戻入益を81,202千円計

上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

退職給付債務の計算は簡便法によっており、直近の年

金財政計算上の責任準備金を退職給付債務とみなす方法

によっております。

同左
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⑤　税効果会計

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

未払事業税 1,604千円

貸倒引当金繰入限度超過額 35,230

賞与引当金繰入限度超過額 7,331

完成工事補償引当金繰入限度超過額 3,739

退職給付引当金繰入限度超過額 6,843

役員退職慰労引当金繰入限度超過額 61,700

投資有価証券評価損否認 14,471

会員権評価損否認 12,260

分譲土地建物評価損否認 208,294

固定資産評価損否認 57,322

税務上の繰越欠損金 14,280

繰延税金資産小計 423,080

評価性引当額 △383,934

繰延税金資産合計 39,145

未払事業税      1,509千円

貸倒引当金繰入限度超過額 10,467

賞与引当金繰入限度超過額 8,111

完成工事補償引当金繰入限度超過額 5,055

退職給付引当金繰入限度超過額 6,309

役員退職慰労引当金繰入限度超過額 64,339

投資有価証券評価損否認 10,422

会員権評価損否認 1,460

分譲土地建物評価損否認 145,043

固定資産評価損否認 14,119

税務上の繰越欠損金 119,170

繰延税金資産小計 386,010

評価性引当額 △286,123

繰延税金資産合計 99,887

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 60,291

繰延税金負債小計 60,291

繰延税金負債の純額 21,145

その他有価証券評価差額金 77,425

繰延税金負債小計 77,425

繰延税金負債の純額 22,461

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）

評価性引当額 △55.8

交際費等永久に損金に算入されない

項目
△0.5

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目
0.2

住民税均等割 △0.2

その他 △0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △16.2

法定実効税率 40.4％

（調整）

評価性引当額 △81.8

住民税均等割 1.0

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △40.6

⑥　持分法損益等

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

関連会社に対する投資の金額 14,550千円

持分法を適用した場合の投資の金額 37,542千円

持分法を適用した場合の投資損失の金額 3,459千円

関連会社に対する投資の金額    14,550千円

持分法を適用した場合の投資の金額    38,959千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額     1,417千円
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⑦　関連当事者との取引

前事業年度（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
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（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

兼任等
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
24,000,000

住宅部材

の製造・

販売等

－
兼任

2名

工業化住宅

の販売、施

工委託契約

及び住宅部

材の継続売

買契約の締

結

住宅部材

仕入
1,825,271 買掛金 211,243

仕入割引 10,073 未収入金 －

　（注）　上記金額のうち、取引金額に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。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

住宅部材の仕入価格については、他の部材買取り先と同様の条件であります。

(2)役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（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

兼任等
事業上
の関係

役員 佐々木昭彦 － －
当社常勤

監査役

（被所有）

直接 0.1
－ －

増改築工事請

負
5,432 － －

　（注）　上記金額のうち、取引金額に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。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

増改築工事の請負価格については、当社「持家割引規程」による割引価格を適用しております。

当事業年度（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
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（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

兼任等
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
24,000,000

住宅部材

の製造・

販売等

－
兼任

2名

工業化住宅

の販売、施

工委託契約

及び住宅部

材の継続売

買契約の締

結

住宅部材

仕入
1,767,431 買掛金 415,896

仕入割引 5,503 未収入金 －

　（注）　上記金額のうち、取引金額に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。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

住宅部材の仕入価格については、他の部材買取り先と同様の条件であります。

(2)役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（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

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

田中真由美 － － 会社員 － － － 分譲土地販売 12,200 － －

　（注）　上記金額のうち、取引金額に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。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

分譲土地の販売価格については、近隣相場価格と同等の一般的取引価格を適用しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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 419.89円

１株当たり当期純損失金額 △184.66円

１株当たり純資産額       476.17円

１株当たり当期純利益金額   51.35円

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

前事業年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当事業年度
(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） △741,521 205,615

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）
△741,521 205,615

期中平均株式数（株） 4,015,638 4,004,100

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）受注状況

　当事業年度における受注状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

事業部門 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

住宅請負事業 2,906,229 111.1 726,567 86.3

分譲事業 2,985,160 98.9 207,245 59.2

その他事業 － － － －

合計 5,891,390 104.5 933,812 78.4

　（注）１．「生産の状況」については、事業部門ごとに生産実績を定義することが困難なため、記載しておりません。

２．受注状況の「その他事業」については、受注生産形態をとっていないため受注高及び受注残高は記載してお

りません。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

　当事業年度の販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

事業部門 金額（千円） 前年同期比（％）

住宅請負事業 3,021,189 111.0

分譲事業 3,128,197 109.9

その他事業 71,167 93.3

合計 6,220,553 110.2

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

６．役員の異動
(1） 代表者の異動

該当事項はありません。

　

　(2） その他の役員の異動

①　新任監査役候補 

 （非常勤）監査役　　長谷川　節

　　　　 （現　ミサワホームホールディングス㈱ 西日本ブロック統括部西日本グループマネージャー）

②　退任予定監査役 

　　（非常勤）監査役　　酒井　征二

　(3） 就任予定日

 平成18年６月29日
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