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１．18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 （百万円未満切捨）

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 7,282 (△11.0) 97 (△54.2) 96 (△54.3)

17年３月期 8,185 (△13.6) 213 (△20.8) 212 (△31.4)

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 77 (△42.7) 11 54 － 1.8 1.4 1.3

17年３月期 134 (△11.0) 20 13 － 3.1 3.1 2.6

（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          6,705,420株 17年３月期 6,705,800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）連結財政状態  

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 6,776 4,354 64.2 649 36

17年３月期 6,633 4,348 65.6 648 47

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期          6,705,200株 17年３月期 6,705,800株

(3）連結キャッシュ・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 254 38 △123 3,444

17年３月期 △61 47 △123 3,275

(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

２．19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 3,900 80 40

通　期 8,000 180 90

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　  13円42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います。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ページを参照してください。
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１．企業集団等の状況
　当社グループは、北陸ミサワホーム㈱（当社）、親会社等及び子会社３社により構成され、事業内容として主にミサ

ワホーム㈱から調達した部材を用いた個人住宅の請負工事・分譲住宅の販売並びに住宅関連事業、土地の有効利用をし

た提案型の一般建築請負工事等を行っております。

　当社グループの位置づけは次のとおりであります。

 　 なお、これらの区分は後記セグメント情報の区分と同一であります。

住宅請負事業

　  当社が顧客より住宅（ミサワホーム）建築を請負、その主要部材をミサワホーム㈱より仕入れて、施工管理を行

  い、北陸ミサワ建設㈱（子会社）他、指定外注先が施工を行っております。

　 なお、ミサワホーム以外の建築物の請負を行う㈱都市総合建設（子会社）があります。

分譲事業

　  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て行っております。

その他の事業

　  不動産の仲介及び建築確認申請等は、当社で直接行っております。

　事業の系統図は次のとおりです。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、ミサワホームグループの一員として「住まい３代・100年のおつきあい」を基本姿勢として、お客

様に単に住まいを提供するだけでなく、地域の特性に合った住まいづくりを提案して、向かい会う全ての人々に対し、

企業理念である「人の喜びをもって、我が嘉びとする」を強力に推し進めて社会に愛され、地域社会に貢献できる企

業を目指しております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は株主の皆様に対する利益還元を最重要政策と認識し、経済情報や業績動向、配当性向・経営基盤の強化、財

務体質の充実等を総合的に勘案し、安定した配当を継続的に実施することを基本方針としております。

　内部留保の使途につきましては、経営資金に充当するほか長期的な視点に立った設備投資等に充て、競争力の強化

と経営環境の急激な変化に備えた経営基盤の強化のための原資として活用してまいりたいと考えております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流通性の活性化並びに投資家層の拡大を図る上で、投資単位の引下げは重要であると認識しており

ます。

　今後も株主数の増加及び株式の流動性の向上を考慮し、業績と市況等を勘案し慎重に検討した上で対処してまいり

たいと考えております。

 （4）目標とする経営指標

  当社グループは、収益力の向上と財務体質の強化及び健全性として株主価値の増大に努めており、株主資本利益率

（ＲＯＥ）を重要な経営指標として考え、当面は５％以上を維持することを目標としております。

　また、この目標達成に向け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。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社は２００８年に創業４０周年を迎えるに当たり、変化する市場環境を見据えた地域密着企業としてより強固な

地盤を形成する方針を定めました。当社独自のＰＦ（パーフェクトフォロー）制度のさらなる充実を図り、新たな　

北陸ミサワホーム㈱としてのブランドイメージの強化に取り組んでまいります。

　中期戦略として、次のような展開を考えております。

  ① ４０周年記念にちなんだ地域商品の開発及びイベントの開催

　② 全ユーザー定期訪問の実施により、地域密着の信用・信頼を得る

　③ 少子高齢化及び社会問題に向けての「別居型同居（登録商標）」の推進

　④ 多子世帯に対する住宅購入、メンテナンス費用の助成

　⑤ 各地区に専従者を設けたリフォーム部門設立

　⑥ 顧客ニーズ、業務改善、セキュリティー強化に対応するシステムの構築

　⑦ 「教育元年」として、コンプライアンスを含めたスキルアップの強化

(6）会社の対処すべき課題

　住宅業界において、地価の上昇、貸出金利の上昇及び消費税率引き上げ、また団塊ジュニアの結婚や出産、住宅取

得などへの支出増加、団塊世代の退職による経済効果等の短期的な駆け込み需要があると考えられます。その反面、

高齢化社会による財政や社会保障面、総需要の縮小や労働力人口の減少など長期的に懸念される問題も多く抱えてお

ります。

　リフォーム市場は新設住宅着工戸数が伸び悩むなかで、今後５年間で８兆円程度まで拡大すると予想されており、

リフォーム市場の獲得が重要な経営課題となっております。今後団塊世代が定年退職を向かえ、築25～35年を迎えた

住宅のリフォーム需要が期待され、環境問題に配慮した太陽光発電やオール電化、耐震リフォームなど新たな需要も

期待されます。

　以上の課題に対し、当社は「顧客満足度のアップ」を最重点課題と認識しており、お客様の評判を高める施策等を

展開しております。また、今後さらにＡＭ体制の強化やリフォーム部門の新設を実施し、迅速な社内業務の処理、的

確なサービスの向上を目指し、社内の新システム構築に取り組んでおります。併せて顧客ニーズに即した提案ができ

る営業体制の強化や、高齢化によって拡大する高齢者介護の需要に対する対応、少子高齢化社会に対応した土地活用

の新しい切り札として注目されるグループホームをはじめ、当社が提案提唱している「別居型同居の家」など常に社

会ニーズに応えられる企業体制を作り、環境問題や耐震にも配慮した企業を目指してまいります。
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(7）親会社等に関する事項

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

北陸総合計画株式会社 その他の関係会社 31.2 なし

　当社は、北陸総合計画株式会社の関連会社であり、同社は当社の議決権31.2％を保有しております。同社役員につ

いて、当社役職員との兼務はありません。また、同社との間には、当社店舗及び事務所の一部を賃借しているという

取引関係を有しております。

 （8）内部管理体制の整備の運用状況

 　　 ①内部牽制組織、組織上の業務部門及び配置状況、社内規定の整備状況その他内部管理体制の整備の状況

当社は取締役会を月に1回開催し、重要事項に関する意思決定と、業績等の進捗状況の確認を行うとともに、業 

務執行の監督機能を果たしており、必要に応じて監査状況や内部統制の報告を受け、適切な対応を行います。また、

月に1回開催される経営者会議において、会社全体の重要情報の共有化と重要事項について十分な審議を行い、取締

役の意思決定の迅速化と透明性を高めるとともに、経営監視機能を担っております。

　他の会議体として営業部門を中心とした支店長会を月に２回開催し、主に業績等の進捗状況報告と、業務改善に

ついて情報の共有化を行ない、営業部全般の教育及び社内業務の効率化等を審議しております。また、総務、建設、

設計を中心とした管理部会議を月に1回開催し、主に部門内の重要情報の共有化と重要事項について、十分な審議を

行うと共に、コンプライアンス及びリスク管理についての課別の打合せを行い、社内の統一化、効率化を図ってお

ります。　

　社長直属の監査室は、監査役や監査法人と連携することで、内部牽制組織が十分に機能することに努めており、

業務執行の妥当性や効率性を監査し、独自の立場から評価して、経営に対する助言提案を行っております。

　当社は、企業倫理、法令順守の基本姿勢を明確にするため、専務取締役を委員長とするコンプライアンス・リス

ク委員会を設置しました。各種リスクを把握し、支店長会及び管理部会議等でコンプライアンスの進捗状況及びリ

スクカテゴリー別の管理状況の情報を収集し、また、内部通報制度についての構築と関係部署との連携を図り、取

締役会に報告助言を行います。教育についても、役員、社員が効果的な教育研修が受けられているかを確認すると

共に、社内規定の整備の主体として活動しております。

 　　 ②内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況

当社は上述の内部管理体制の適切な運用による管理運営を実施しております。関係法令の施行に伴い、個人情報

保護法規定やヘルプライン制度を実施するなど、社内体制や社内規定の整備をし、的確な業務遂行をする為に社内

社外研修等も実施しております。今後も内部管理体制の充実を目指し、より一層の努力をしてまいります。

(9）その他、会社の経営上の重要な事項

　当社はミサワホーム株式会社と工業化住宅「ミサワホーム」の販売施工代理店契約を締結しており、住宅部材の仕

入れ等に関して取引があります。

　また、同社は新商品の開発・研究活動及び販売の側面支援を行っております。同社とは今後とも現状の提携関係を

維持してまいります。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費、設備投資、輸出がバランス良く成長に寄与し、景気は「踊り場」

を脱し、回復に向かって拡大傾向を示しており、戦後最長のいざなぎ景気を抜く可能性も出てきております。特に「３

つの過剰」の解消など構造調整が進展し、企業の財務・収益体質が強化され、内需の回復が鮮明となっております。

　住宅業界におきましては、長らく続いた住宅市場の低迷にも変化が出てきており、足元の環境として雇用・所得環

境の回復とそれに伴う雇用不安の後退、都心部における地価の下げ止まりから反転上昇など、住宅投資を抑制してき

たとみられる要因も改善の動きがみられております。また金融機関も住宅ローンに注力しており、今後も住宅投資に

堅調な動きが予想されます。その結果平成17年度の新設住宅着工戸数は約124万戸（4.7％増）と３年連続の増加とな

りました。

　しかしながら北陸地区におきましては、新設住宅着工戸数は約２万２千戸（4.9％減）と前年度水準を下回り、持家

においては約１万１千戸（8.0％減）と全国平均に比べますと景気回復から一歩出遅れた状況となっております。

　このような状況の中、当社はミサワホームの特長を最大限に活かした大収納空間「蔵」を一階に備えた新商品「セ

ンチュリー蔵のある家」を販売し他社との差別化を図るとともに、少子高齢化社会の到来を踏まえ、親子の絆が深ま

り、経済的なメリットも多く、親夫婦・若夫婦のプライバシーを重視する「別居型同居の家」を提案提供してまいり

ました。また、多子世帯に対し積極的な支援策の展開も平成17年４月より実施しております。

　しかしながら、当連結会計年度の業績は売上高72億82百万円（前連結会計年度比11.0％減）、経常利益96百万円

（同54.3％減）、当期純利益77百万円（同42.7％減）となりました。

　なお、セグメント別の業績につきましては、以下のとおりであります。

〈住宅請負事業〉

　当連結会計年度は、営業環境において苦戦となり、売上高67億11百万円と前連結会計年度に比べ８億17百万円の減

少となり、営業利益は３億96百万円と前連結会計年度に比べ94百万円の減少となりました。

〈分譲事業〉

　当連結会計年度は、売上高５億21百万円と前連結会計年度に比べ68百万円の減少となり、営業損失は32百万円と前

連結会計年度に比べ２百万円の減少となりました。

〈その他の事業〉

　当連結会計年度は、売上高53百万円と前連結会計年度に比べ16百万円の減少、営業利益は27百万円と前連結会計年

度に比べ11百万円の減少となりました。

(2）財政状態

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下資金という）は、仕入債務の増加により、前連結

会計年度末に比べ１億69百万円増加し、当連結会計年度末には34億44百万円となりました。

〈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２億54百万円となりました。その主なものは仕入債務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〉

　投資活動の結果、得られた資金は38百万円であり、その主なものはその他投資等の減少による収入によるものであ

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、使用した資金は１億23百万円であり、その主なものは有利子債務の返済及び配当金の支払いによ

るものであります。
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　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

 平成14年３月期 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（％） 53.7 62.1 59.8 65.6 64.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
24.1 25.8 32.7 38.4 48.9

債務償還年数（年） 13.6 － 0.8 － 2.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
3.3 － 61.6 － 26.4

※　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

１．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。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（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、連結キャッシュ・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。有利子負債は連結貸借対照表に計上された利息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、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。

４．平成15年３月期及び平成17年３月期の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・フローがマイナスとなったため、記載しておりません。

(3）今後の見通し

　わが国経済は、戦後最長であった「いざなぎ景気」に迫る景気拡大が続いており、今後も景気拡大が続くと予想さ

れる反面、リスク要因として原油価格の高騰による商品市況の上昇、米長期金利の上昇や日銀のゼロ金利政策の解除

など金融市場の動向が挙げられます。

　住宅業界においては、地価の上昇、貸出金利の上昇及び消費税率引き上げ、また団塊ジュニアの結婚や出産、住宅

取得などへの支出増加、団塊世代の退職による経済効果も考えられ、短期的な駆け込み需要があると考えられます。

　主要取引先であるミサワホームホールディングス㈱は平成18年３月31日付で、株式会社産業再生機構による支援を

当初の計画よりも早く終了し、信用を回復すると共に、ステージを「再生」から「飛躍」へ移しました。

　このような状況下において、当社はこれをさらなる追い風と捉え、主力である住宅請負事業の充実を図り、地域密

着企業としてお客様の評判のさらなる向上を目指してまいります。

　以上により、次期業績予想は売上高80億円、経常利益１億80百万円、当期純利益90百万円を見込んでおります。

－ 6 －



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   3,556,128   3,725,403   

２．受取手形、売掛金及び
完成工事未収入金

  460,551   495,475   

３．たな卸資産   522,439   520,567   

４．繰延税金資産   86,087   59,804   

５．未収還付法人税等   －   16,167   

６．その他流動資産   100,478   47,158   

　　貸倒引当金   △13,833   △13,493   

流動資産合計   4,711,851 71.0  4,851,083 71.6 139,231

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※２ 843,380   844,805    

減価償却累計額  504,368 339,011  529,875 314,930   

(2) 土地 ※２  1,223,797   1,233,339   

(3) その他有形固定資産  113,853   110,186    

減価償却累計額  92,794 21,059  94,113 16,073   

有形固定資産合計   1,583,867 23.9  1,564,343 23.1 △19,524

２．無形固定資産   8,047 0.1  16,247 0.2 8,200

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※１  80,256   100,426   

(2) 繰延税金資産   96,866   106,580   

(3) その他投資等   172,153   158,359   

　　貸倒引当金   △19,866   △20,174   

投資その他の資産合計   329,409 5.0  345,192 5.1 15,783

固定資産合計   1,921,324 29.0  1,925,783 28.4 4,459

資産合計   6,633,176 100.0  6,776,867 100.0 143,691
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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．支払手形、買掛金及び
工事未払金

  983,910   1,161,630   

２．短期借入金 ※２  386,000   386,000   

３．未払法人税等   566   －   

４．未成工事受入金   233,732   237,984   

５．預り金   41,561   85,333   

６．賞与引当金   48,200   44,000   

７．完成工事補償引当金   46,300   40,000   

８．その他流動負債   123,004   84,983   

流動負債合計   1,863,275 28.1  2,039,931 30.1 176,656

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※２  164,000   128,000   

２．退職給付引当金   67,714   80,786   

３．役員退職慰労引当金   146,000   132,000   

４．その他固定負債   43,653   42,057   

固定負債合計   421,368 6.3  382,844 5.7 △38,524

負債合計   2,284,643 34.4  2,422,775 35.8 138,131

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  547,350 8.3  547,350 8.1 －

Ⅱ　資本剰余金   270,845 4.1  270,845 4.0  －

Ⅲ　利益剰余金   3,520,534 53.1  3,510,759 51.8 △9,774

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  9,940 0.1  25,527 0.3 15,587

Ⅴ　自己株式 ※４  △137 △0.0  △390 △0.0 △253

資本合計   4,348,532 65.6  4,354,091 64.2 5,559

負債、資本合計   6,633,176 100.0  6,776,867 100.0 143,691
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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   8,185,025 100.0  7,282,970 100.0 △902,054

Ⅱ　売上原価   6,926,998 84.6  6,202,296 85.2 △724,702

売上総利益   1,258,026 15.4  1,080,674 14.8 △177,352

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．従業員給料手当  412,600   363,864    

２．賞与引当金繰入額  32,691   30,284    

３．退職給付費用  23,930   23,490    

４．役員退職慰労引当金繰
入額

 4,500   4,300    

５．広告宣伝費  109,380   117,135    

６．貸倒引当金繰入額  －   27    

７．減価償却費  24,424   20,123    

８．その他  437,191 1,044,718 12.8 423,801 983,027 13.5 △61,691

営業利益   213,308 2.6  97,647 1.3 △115,661

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  796   2,899    

２．仕入割引  17,304   8,013    

３．受取手数料  26,530   31,484    

４．貸倒引当金戻入益  3,057   －    

５．賞与引当金戻入益  9,870   －    

６．その他営業外収益  15,150 72,708 0.9 13,028 55,426 0.8 △17,281

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  10,761   9,610    

２．違約等手数料  60,879   37,754    

３．たな卸資産評価損  －   6,001    

４．その他営業外費用  2,061 73,702 0.9 2,707 56,073 0.8 △17,629

経常利益   212,313 2.6  96,999 1.3 △115,313
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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　特別損失         

１．会員権評価損  13,500   －    

２．固定資産除却損 ※1 － 13,500 0.2 236 236 0.0 △13,263

税金等調整前当期純利
益

  198,813 2.4  96,763 1.3 △102,050

法人税、住民税及び事
業税

 56,566   13,377    

法人税等調整額  7,270 63,836 0.8 5,985 19,363 0.2 △44,473

当期純利益   134,977 1.6  77,400 1.1 △57,576
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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   270,845  270,845 － 

Ⅱ　資本剰余金期末残高   270,845  270,845 － 

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   3,473,732  3,520,534 46,801

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１．当期純利益  134,977 134,977 77,400 77,400 △57,576

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１．配当金  87,175  87,175   

２．役員賞与  1,000 88,175  － 87,175 △1,000

Ⅳ　利益剰余金期末残高   3,520,534  3,510,759 △9,774
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(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）

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

    

税金等調整前当期純利益  198,813 96,763 △102,050

減価償却費  35,274 30,541 △4,733

固定資産売却益  △13 　　　　　－ 13

固定資産除却損  324 236 △88

関係会社清算損失  279 － △279

会員権評価損  13,500 － △13,500

貸倒引当金の増減額（減
少：△）

 △4,057 △32 4,024

賞与引当金の増減額（減
少：△）

 △24,760 △4,200 20,560

完成工事補償引当金の増
減額（減少：△）

 △1,300 △6,300 △5,000

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

 △15,165 13,072 28,237

役員退職慰労引当金の増
減額(減少：△)

 4,500 △14,000 △18,500

受取利息及び受取配当金  △796 △2,899 △2,103

支払利息  10,761 9,610 △1,150

売上債権の増減額（増加：
△）

 136,092 △34,924 △171,016

たな卸資産の増減額（増
加：△）

 186,925 1,871 △185,054

その他流動資産の増減額
（増加：△）

 5,717 12,446 6,728

仕入債務の増減額（減少：
△）

 △435,861 177,719 613,581

未成工事受入金の増減額
（減少：△）

 △23,581 4,252 27,833

その他流動負債の増減額
（減少：△）

 27,551 2,106 △25,445

役員賞与の支払額  △1,000 － 1,000

その他  236 △112 △349

小計  113,443 286,151 172,708

利息及び配当金の受取額  535 2,276 1,741

利息の支払額  △10,756 △9,611 1,145

法人税等の支払額  △164,258 △33,534 130,724

法人税等の還付額  － 8,819 8,819

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 △61,037 254,101 315,138
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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） 金額（千円）
増減

（千円）

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  △562,000 △562,000 －

定期預金の払戻による収入  562,000 562,000 －

有形固定資産の取得によ
る支出

 △4,306 △11,253 △6,947

有形固定資産の売却によ
る収入

 157 － △157

無形固定資産の取得によ
る支出

 － △8,200 △8,200

投資有価証券の売却によ
る収入 

 　－ 5,172 5,172

その他投資等の取得によ
る支出

 △31,604 △1,861 29,743

その他投資等の減少によ
る収入

 33,966 47,744 13,778

関係会社清算による収入  49,720 － △49,720

貸付による支出   － △365,000 △365,000

貸付資金返済による収入  45 372,000 371,954

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 47,978 38,601 △9,376

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

    

長期借入金の返済による
支出

 △36,000 △36,000 －

親会社による配当金の支
払額

 △87,175 △87,175 －

自己株式の取得による支出  － △253 △253

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 △123,175 △123,428 △253

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額（減少：△）

 △136,233 169,275 305,509

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 3,411,362 3,275,128 △136,233

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

 3,275,128 3,444,403 169,275
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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）

　当社グループの主要取引先であるミサワホーム株式会社

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、同社は、多額の特別損失の計上により平成

17年３月期末において債務超過となったことから、当社グ

ループ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

ム株式会社グループは、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。したがって、当社グループ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、上記の買取決定に基づいて、当社グループの主要

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、同社の親

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、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、北陸ミサ

ワ建設㈱、㈱都市総合建設の２社でありま

す。

　非連結子会社（㈱アイデザイン研究所）

は小規模であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないため、連

結の範囲に含めておりません。

　なお、前連結会計年度において、非連結

子会社であった株式会社ミサワセラミック

ホーム北陸は、平成16年７月29日株主総会

の決議により解散、平成17年１月31日清算

を結了しております。

連結の範囲に含めた子会社は、北陸ミサ

ワ建設㈱、㈱都市総合建設の２社でありま

す。

　非連結子会社（㈱アイデザイン研究所）

は小規模であり、合計の総資産、売上高、

当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないため、連

結の範囲に含めておりません。

　

２．持分法の適用に関する事項 　非連結子会社は、当期純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため、持分法の

適用範囲から除外しております。

　同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、決算日が連結決算日

と異なる子会社は次のとおりであります。

　同左

 北陸ミサワ建設㈱ １月31日

㈱都市総合建設 ２月28日

  

  

 　これらの連結子会社は、当該子会社の決

算財務諸表を使用しておりますが、連結決

算日との間に生じた重要な取引については

連結上必要な調整を行っております。

　

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

子会社株式及び関連会社株式

……移動平均法による原価法

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

子会社株式及び関連会社株式

 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

分譲土地建物及び未成工事支出金

……個別法による原価法

②　たな卸資産

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）

 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

……定率法

なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

同左

 無形固定資産（ソフトウェア）

……社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法

無形固定資産（ソフトウェア）

同左

 (3）重要な引当金の計上基準

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勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

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て、支給

見込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

　完成工事に係る瑕疵担保の費用に備

えるため、過年度の保証工事実績に基

づく実績率により計上しております。

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、年

度末における退職給付債務及び年金資

産額に基づき計上しております。

④　退職給付引当金

同左

 ⑤　役員退職慰労引当金

　当社は、役員退職慰労金の支出に備

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

 (4）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。

(4）リース取引の処理方法

同左

 (5）消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

(5）消費税等の会計処理方法

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）

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．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

７．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、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

については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

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）

──────

 

（会計方針の変更）

「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）が平成17年4月1日以降開始する事業年

度から実施されることにより、当連結会計年度から同会

計基準及び適用指針によっております。

これによる損益に与える影響はありません。
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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．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券（株式）　　　　　　　10,000千円

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資有価証券（株式）　　　　　　　10,000千円

※２．資産のうち金融機関からの借入金の担保に供してい

るものは、次のとおりであります。

※２．資産のうち金融機関からの借入金の担保に供してい

るものは、次のとおりであります。

建物及び構築物 286,538千円

土地 1,088,918千円

計 1,375,457千円

建物及び構築物       267,059千円

土地      1,088,918千円

計      1,355,978千円

担保提供資産に対応する債務 担保提供資産に対応する債務

短期借入金 386,000千円

長期借入金 164,000千円

計 550,000千円

短期借入金        386,000千円

長期借入金        128,000千円

計       514,000千円

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式6,706,000株で

あります。

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式6,706,000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200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800株で

あります。

（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．              ────── ※１．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 

 

 

車両及び運搬具      147千円

工具器具及び備品     88千円

計      236千円
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（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）

１．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

（平成17年3月31日現在）

１．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

（平成18年3月31日現在）

現金及び預金 3,556,128千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 　△　281,000千円

現金及び現金同等物 3,275,128千円

現金及び預金      3,725,403千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △  281,000千円

現金及び現金同等物      3,444,403千円

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

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）

工具器具及び
備品

3,345 3,283 61

合計 3,345 3,283 61

 
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）

工具器具及び
備品

3,345 3,345 －

合計 3,345 3,345 －

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

同左

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 61千円

１年超 －千円

合計 61千円

１年内   －千円

１年超 －千円

合計   －千円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。

 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 371千円

減価償却費相当額 371千円

支払リース料    61千円

減価償却費相当額    61千円

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

－ 19 －



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

(1）株式 19,167 36,191 17,023 47,275 90,026 42,751

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 19,167 36,191 17,023 47,275 90,026 42,751

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの

(1）株式 28,107 27,665 △442 － － －

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 28,107 27,665 △442 － － －

合計 47,275 63,856 16,580 47,275 90,026 42,751

２．時価のない有価証券の主な内容

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）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）子会社株式   

非上場株式 10,000 10,000

(2）その他有価証券   

非上場株式 400 400

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利用していないため、該当事項はありません。

－ 20 －



④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、退職一時金制度と適格退職年金制度を併用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

 
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）退職給付債務（千円） △172,603 △178,809

 (2）年金資産（千円） 106,412 98,636

 
(3）連結貸借対照表計上額純額(1)+(2)

（千円）
△66,190 △80,172

 (4）前払年金費用（千円） 1,524 614

 (5）退職給付引当金(3)-(4)（千円） △67,714 △80,786

　（注）　当社グループは退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

 
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）

退職給付費用   

(1）勤務費用等（千円） 36,450 30,135

　（注）　当社グループは退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採用しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　退職給付債務の計算基礎は簡便法によっており、退職一時金制度は、期末自己都合要支給額を退職給付債務

とみなす方法、適格退職年金制度は、在籍する従業員については期末自己都合要支給額を、年金受給者及び待

期者については各社決算日の年金財政上の責任準備金の額を退職給付債務とする方法によっております。
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⑤　税効果会計

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．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 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 千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 13,546

賞与引当金損金算入限度超過額 19,491

完成工事補償引当金損金算入限度超

過額
18,722

退職給付引当金損金算入限度超過額 26,205

役員退職慰労引当金損金算入限度超

過額
59,039

分譲土地建物評価損否認 9,296

未払事業税 821

税務上の繰越欠損金 13,942

違約等手数料否認 24,262

会員権評価損否認 6,519

その他 12,850

繰延税金資産小計 204,698

評価性引当額 △15,104

繰延税金資産合計 189,593

繰延税金資産 千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 30,560

賞与引当金損金算入限度超過額 17,792

完成工事補償引当金損金算入限度超

過額
16,175

退職給付引当金損金算入限度超過額 32,529

役員退職慰労引当金損金算入限度超

過額
53,378

 関係会社株式等 16,175

分譲土地建物評価損否認 9,296

税務上の繰越欠損金 8,882

違約等手数料否認 8,087

その他 12,212

繰延税金資産小計 205,086

評価性引当額 △21,478

繰延税金資産合計 183,608

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △6,640

繰延税金資産の純額 182,953

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △17,223

繰延税金資産の純額 166,384

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

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 1.9

住民税均等割等 1.1

欠損子会社の未認識税務利益 △0.5

税務上の繰越欠損金の利用 △1.5

評価性引当額の増減 △5.2

未払法人税等の取崩 △4.8

その他 0.7

税効果会計適用後の法人税率の負担率 32.1％

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 5.4

住民税均等割等 2.1

欠損子会社の未認識税務利益 0.8

税務上の繰越欠損金の利用 △5.7

評価性引当額の増減 △23.1

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税率の負担率 20.0％
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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）

その他の事
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 7,525,748 589,581 69,696 8,185,025 － 8,185,025

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,616 － － 3,616 (3,616) －

計 7,529,364 589,581 69,696 8,188,641 (3,616) 8,185,025

営業費用 7,037,869 619,618 30,230 7,687,718 283,998 7,971,717

営業利益又は営業損失（△） 491,494 △30,037 39,465 500,922 (287,614) 213,308

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 2,049,153 366,590 17,860 2,433,605 4,199,571 6,633,176

減価償却費 27,183 2,517 261 29,962 5,311 35,274

資本的支出 3,680 250 33 3,964 341 4,306

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）

その他の事
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 6,708,378 521,572 53,019 7,282,970 － 7,282,970

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,516 － － 3,516 (3,516) －

計 6,711,894 521,572 53,019 7,286,486 (3,516) 7,282,970

営業費用 6,315,165 554,515 25,199 6,894,880 290,443 7,185,323

営業利益又は営業損失（△） 396,728 △32,942 27,820 391,606 (293,959) 97,647

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 2,132,224 265,722 14,178 2,412,125 4,364,741 6,776,867

減価償却費 23,645 1,889 191 25,726 4,815 30,541

資本的支出 7,112 162 440 7,714 11,738 19,453

　（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 主要商品及び事業区分

住宅請負事業

木質及びセラミック住宅の建築請負

ビル、マンション等の建築請負

増改築、リフォーム工事

分譲事業
土地付分譲住宅の販売及び施工

分譲宅地の販売

その他の事業
不動産の仲介

建築確認申請及び調査

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度は283,998千円、当

連結会計年度は290,443千円であり、その主なものは、企業イメージ広告に要した費用及び当社の管理部門に

係る費用であります。

４. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度は4,199,571千円、当連結会計年

度は4,364,741千円であり、その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資

有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

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、本邦以外の国又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。

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）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）

該当事項はありません。
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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 648円47銭

１株当たり当期純利益金額 20円13銭

１株当たり純資産額    649円36銭

１株当たり当期純利益金額   11円54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、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（千円） 134,977 77,400

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (　　 －) 　(　　 －)

普通株式に係る当期純利益（千円） 134,977 77,400

期中平均株式数（株） 6,705,800 6,705,420

（重要な後発事象）

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）

────── (子会社の解散及び清算)

  当社連結子会社である北陸ミサワ建設株式会社は、設立

当初の、技術者を養成するという目的を達成したため、平

成18年５月22日開催の取締役会において解散及び清算を決

議いたしました。

  当連結子会社の概要は以下の通りであります。

　　①当該子会社の名称、事業内容、持分比率

　　　名称: 北陸ミサワ建設株式会社

　　　事業内容： プレハブ住宅の施工監理

　　　持分比率： 100％

　　②解散及び清算の時期

　　　  平成18年5月22日 当社取締役会で解散決議

　　　  平成18年7月 1日 当該子会社臨時株主総会にお

                        ける解散決議(予定)

　　　  平成19年1月　　 清算結了（予定）

    ③当該子会社の状況、負債総額

      所在地: 石川県金沢市西金沢四丁目555番地

　　　代表者: 代表取締役　田中　孝司

　　　設立年月日: 平成５年８月２日

　　　資本金： 30,000千円

　　　負債総額： 94,056千円

　　④当該解散による会社の損失見込額

　　　解散による影響額は当連結会計年度の業績に織り

　　込み済みであります。

　　⑤当該解散が営業活動等へ及ぼす影響

　　　売上の大部分が当社グループ内の取引であるた

　　め、軽微であります。 
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）受注状況

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

受注高（百万円） 受注残高（百万円） 受注高（百万円） 受注残高（百万円）

住宅請負事業 6,840 3,597 6,397 3,451

分譲事業 589 － 521 －

その他の事業 － － － －

合計 7,430 3,597 6,918 3,451

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前期以前に受注した工事で契約内容の変更により請負金額が変更したものについては、受注高にその増減を

含めております。

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

(2）販売実績

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

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

住宅請負事業 7,525 91.9 6,708 92.1

分譲事業 589 7.2 521 7.2

その他の事業 69 0.9 53 0.7

合計 8,185 100.0 7,282 100.0

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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