
平成１９年３月期　第１四半期財務・業績の概況（連結）

平成１８年７月３１日

ミサワホーム北海道株式会社 １７６１　札証）

問合せ先 代表役職者・氏名 代表取締役社長執行役員 岩 渕    宣 昌

執行役員総合企画部長 星 加    龍 哉 （ＴＥＬ　：　011-822-1111）

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

　①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有

（内容）法人税及び引当金の計上において簡便な方法を採用しております。

　②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無

　③　連結及び持ち分法の適用範囲の異動の有無 ： 無

　　なお、経営成績の進捗状況及び財政状態の変動状況についての講評は、当第１四半期からであるため、前年同

　期の数値は記載しておりません。

２．平成１９年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成１８年４月１日～平成１８年６月３０日）

（1）経営成績（連結）の進捗状況

％ ％ ％ ％

19年3月期 第１四半期

18年3月期 第１四半期

(参考）18年3月期

円 銭 円 銭

19年3月期 第１四半期

18年3月期 第１四半期

(参考）18年3月期

（注）売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定期的情報等］

　　当第１四半期の北海道経済は、生産活動の上昇や雇用環境の改善が進むなど、全体として緩やかながら回復基

　調で推移いたしましたが、住宅業界におきましては、定率減税の縮小による家計負担の増加や年金問題などの先

　行き不安感から消費者の住宅取得マインドは低迷し、加えて価格競争の激化など依然厳しい環境が続いておりま

　す。

　　このような状況下、当第１四半期の業績は、売上高が前年同期比7.0％減の35億14百万円、経常損失が5億43百

　万円、第１四半期純損失が5億45百万円となりました。

　　なお、当社の売上高は通常の営業形態として、建物の完成引渡しが第２、第４四半期に集中し、特に第１四半

　期の売上高の割合が低くなるといった季節的変動があります。
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（2）財政状態（連結）の変動状況

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年3月期 第１四半期

18年3月期 第１四半期

(参考）18年3月期

［財政状態（連結）の変動状況に関する定期的情報等］

　　当第１四半期末の総資産は174億38百万円となり、前期比11億10百万円の増加となりました。

　　流動資産は149億98百万円となり、前期比12億82百万円の増加となりました。これは主に販売用不動産の積極的

　購入と仕掛受注残高の増加に伴い、たな卸資産が増加した等によるものであります。

　　固定資産は24億39百万円となり、1億71百万円の減少となりました。

　　流動負債は153億23百万円となり、前期比16億18百万円の増加となりました。これはたな卸資産の増加に伴う短

　期借入金と受注残高の増加に伴う未成工事受入金及び分譲事業受入金の増加によるものであります。

　　固定負債は7億40百万円となり、91百万円の増加となりました。

　　純資産は、第１四半期純損失の計上と、その他有価証券評価差額金の減少等により5億99百万円減少し、13億74

　百万円となりました。この結果、自己資本比率は7.9％となりました。

３．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）

百万円 百万円 百万円

中間期

通期

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）　　　　　23円15銭

［連結業績予想に関する定期的情報等］

　平成18年5月12日付にて公表いたしました業績予想等につきましては、変更はありません。

　※上記連結業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、

　　今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

○ 添付資料

（要約）四半期連結貸借対照表

（要約）四半期連結損益計算書

　　　　連結受注実績
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［添付資料]

１．（要約）四半期連結貸借対照表

(単位：千円、％)

当四半期
(参考）

前連結会計年度

(平成18年6月30日現在) (平成18年3月31日現在)

金　　　　　額 金　　　　　額 金　　　　　額 増減率

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 1,320,688   1,172,876   147,811   

受取手形・売掛金・完成工事未
収入金及び分譲事業未収入金 80,058   510,236   △430,177   

たな卸資産 12,943,344   11,467,070   1,476,273   

繰延税金資産 268,514   269,476   △962   

その他 386,581   297,426   89,154   

貸倒引当金 △700   △700   －　 

14,998,487   13,716,386   1,282,100   9.3 

Ⅱ 固定資産

有形固定資産 (   1,989,202 ) (   2,110,869 ) (△121,666 ) △ 5.8 

1.建物及び構築物 657,485   778,847   △121,361   

2.土地 1,220,436   1,200,455   19,981   

3.建設仮勘定 3,391   16,962   △13,571   

4.その他 107,889   114,604   △6,715   

無形固定資産 (   23,892 ) (   24,322 ) (  △429 ) △ 1.8 

投資その他の資産 (   426,474 ) (   476,278 ) (  △49,803 ) △ 10.5 

1.投資有価証券 329,230   385,482   △56,252   

2.繰延税金資産 9,594   7,750   1,844   

3.その他 97,930   93,325   4,604   

　貸倒引当金 △10,280   △10,280   －　 

2,439,570   2,611,470   △172,900   △ 6.6 

17,438,057   16,327,857   1,110,200   6.8 

増　　　減

流動資産合計

資産合計

固定資産合計

科　　　目
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(単位：千円、％)

当四半期
(参考）

前連結会計年度

(平成18年6月30日現在) (平成18年3月31日現在)

金　　　　　額 金　　　　　額 金　　　　　額 増減率

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

買掛金・工事未払金及び分譲事
業未払金 2,730,024   4,363,721   △1,633,696   

短期借入金 8,316,290   6,473,820   1,572,470   

未払法人税等 6,161   19,280   △13,119   
未成工事受入金及び分譲事業受
入金 3,008,659   1,022,481   1,986,178   

賞与引当金 131,900   185,000   △53,100   

完成工事補償引当金 76,331   73,267   3,063   

その他 1,054,328   1,297,346   △243,018   

15,323,694   13,704,917   1,618,776   11.8 

Ⅱ 固定負債

長期借入金 310,310   224,340   85,970   

繰延税金負債 9,196   11,561   △2,365   

退職給付引当金 51,794   52,860   △1,066   

役員退職慰労引当金 92,854   89,324   3,530   

その他 276,116   271,116   5,000   

固定負債合計 740,271   649,203   91,068   14.0 

負債合計 16,063,966   14,354,120   1,709,845   11.9 

（資本の部）

資本金 －　 988,501   －　 

資本剰余金 －　 505,001   －　 

利益剰余金 －　 365,882   －　 

その他有価証券評価差額金 －　 114,352   －　 

資本合計 －　 1,973,736   －　 －　 

負債、資本合計 －　 16,327,857   －　 －　 

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本 (   1,313,636 ) （　－　） （　－　）

資本金 988,501   －　 －　 

資本剰余金 505,001   －　 －　 

利益剰余金 △179,865   －　 －　 

Ⅱ 評価・換算差額等合計 (   60,454 ) （　－　） （　－　）

その他有価証券評価差額金 60,454   －　 －　 

純資産合計 1,374,091   －　 －　 －　 

負債、純資産合計 17,438,057   －　 －　 －　 

増　　　減

流動資産合計

科　　　目

－４－



［添付資料]

２．（要約）四半期連結損益計算書

(単位：千円、％)

金　　　　　額 百分比 金　　　　　額 百分比

Ⅰ 売上高 3,514,120 100.0 28,106,773 100.0

Ⅱ 売上原価 2,957,203 84.2 23,462,711 83.5

売上総利益 556,916 15.8 4,644,062 16.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,089,333 31.0 4,348,912 15.5

営業利益（△損失） △ 532,416 △15.2 295,150 1.0

Ⅳ 営業外収益 (   21,301 ) 0.6 (   91,842 ) 0.3

1. 受取利息 223 1,120 

2. 受取配当金 1,382 2,509 

3. 受取手数料 8,354 36,747 

4. 仕入割引 － 3,540 

5.
ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
推進事業補助金

－ 14,748 

6. その他 11,341 33,177 

営業外費用 (   32,527 ) 0.9 (   236,092 ) 0.8

1. 支払利息 29,837 226,083 

2. その他 2,690 10,009 

経常利益（△損失） △ 543,642 △15.5 150,900 0.5

Ⅵ 特別利益 （　－　） － (   78,110 ) 0.3

1. 投資有価証券売却益 － 37,649 

2. 貸倒引当金戻入益 － 39,582 

3. その他 － 878 

Ⅶ 特別損失 (   65 ) 0.0 (   85,402 ) 0.3

1. 固定資産売却損 － 260 

2. 固定資産除却損 65 17,450 

3. 会員権評価損 － 5,591 

4. たな卸資産評価損 － 34,471 

5. 減損損失 － 25,000 

6. その他 － 2,629 

税金等調整前四半期
(当期)純利益（△損失）

△ 543,707 △15.5 143,608 0.5

法人税、住民税及び
事業税

2,931 0.0 11,406 0.0

法人税等調整額 △ 891 0.0 △ 53,530 △0.2

四半期(当期)純利益
（△損失）

△ 545,747 △15.5 185,731 0.7

区　　　　　分

至　平成18年６月30日 至　平成18年３月31日

当四半期
(参考）

前連結会計年度

自　平成18年４月１日 自　平成17年４月１日

－５－
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３．連結受注実績

(単位：千円、％)

 自 平成18年４月１日  自 平成17年４月１日  自 平成17年４月１日
 至 平成18年６月30日  至 平成17年６月30日  至 平成18年３月31日

金額 増減率 金額 増減率

7,739,199 15,321,421 6,441,172 14,582,549 1,298,026 20.2 738,872 5.1 25,641,572 11,325,602 

（注）①受注高は、当該四半期までの累計額であります。

　　　②パーセント表示は、前年同四半期比増減率であります。

　　　③上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

受注高 受注残高 受注高

当四半期 前年同四半期

受注残高

増    減

受注高 受注残高

(参考）
前連結会計年度

受注残高受注高
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