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１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30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9月中間期 12,035 3.3 69 47.3 31 －

17年9月中間期 11,655 23.6 46 － △19 －

18年3月期 24,357 18.1 243 － 151 －

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 104 － 14 32 － －

17年9月中間期 △261 － △35 66 － －

18年3月期 △141 － △19 37 － －

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 －百万円 17年9月中間期 －百万円 18年3月期 －百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年9月中間期 7,326,600株 17年9月中間期 7,326,600株 18年3月期 7,326,600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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 14,464 △761 △5.3 △103 95

17年9月中間期 13,557 △1,020 △7.5 △139 35

18年3月期 14,167 △820 △5.8 112 04

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 7,326,600株 17年9月中間期 7,326,600株 18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9月中間期 △85 △184 △187 3,850

17年9月中間期 877 95 730 3,380

18年3月期 2,193 246 191 4,308

(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）

※　通期の業績につきましては、現時点では未定であり、算出出来次第公表いたします。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、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）および当社

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、分譲住宅の販売および不動産の仲介等

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。

　当社グループ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)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）（子会社）他の指定外

注先で施工をしております。

＜その他事業＞

　不動産の仲介については、ＭＲＤ（ MISAWA Realestate and Developmen ― 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12月18日に公表いたしましたとおり、過年度に亘る不適切な会計処理により、平成15年3月期および

平成16年3月期に実施した配当につきましては、旧商法の配当可能利益が無いにもかかわらず行った配当となりました。

この配当金につきましては、当社の親会社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グループ株主

各社が受領したものについては自主返還され、ミサワホームグループ以外への配当金につきましては当時の取締役に

より補填されました。

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、株式流通の活性化なら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。

４．今回の業績修正および対処すべき課題

　当社は平成18年12月18日に公表しましたように、不適切な会計処理により過年度公表済連結財務諸表（中間を含

む）を訂正する必要が生じ、その結果平成16年3月期以降において債務超過となっております。また、不適切な会計

処理を行うにあたり、住宅の引渡し時期を偽るための工作等を行ったことにより著しく社会的信用が低下し、今後

の売上高の低下および新たな資金調達が困難な状況となる等が考えられます。

　当該状況を解消すべく、親会社であるミサワホームホールディングス株式会社による資本増強等再建に向けたバッ

クアップを受けるとともに、経営陣を刷新いたします。また、コンプライアンス意識の更なる徹底を図るための社

員研修を計画的かつ継続的に実施し、さらに社内監査業務の強化による再発防止に取り組むなど、信用回復に向け、

全社一丸となって鋭意努力して参ります。

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）が当社取締役および監査役を兼任し、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。

　また、ミサワホームホールディングス株式会社より資本増強や執行役員の招聘など、当社再建のための全面的な

バックアップを受けることとなっております。
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３．経営成績及び財政状態

（経営成績）

１．当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間の住宅業界におきましては、全国の住宅着工戸数は前年同期比3.8％増の66万戸となり、主力

市場であります持家につきましても前年同期比3.4％の増加となり堅調に推移しました。

　このような経営環境の中、当社の営業成績は、連結売上高120億35百万円（前年同期比3.3％増）、経常利益31

百万円（前年同期19百万円の損失）、中間純利益1億4百万円（前年同期2億61百万円の損失）となりました。

　なお、当社は売上の先行計上による不適切な会計処理が継続的に行われていた事象が判明し、平成18年12月18日

に事象発生についての適時開示を行いました。また、当社が過年度に提出しました決算短信（連結・個別）の訂正

を平成18年12月21日付にて行いました。

　株主の皆様はじめ関係各位には多大なるご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

〈住宅請負事業〉

　当部門の売上は、一戸建注文住宅、公共機関およびディベロッパー向け個人住宅およびアパートメント、増改築、

リフォーム工事等であります。

　当部門の売上高は104億63百万円（前年同期比11.2％増）となりました。

〈分譲事業〉

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

　当部門の売上高は15億15百万円（前年同期比31.3％減）となりました。

〈その他事業〉

　当部門の売上は、住宅設備等の販売および仲介業務の手数料等であります。

　当中間連結会計期間の、売上高は58百万円（前年同期比31.8％増）となりました。

２．通期の見通し

　当社は平成18年12月18日に公表しましたように、不適切な会計処理により過年度公表済連結財務諸表（中間を含

む）を訂正する必要が生じ、その結果平成16年3月期以降において債務超過となっております。また、不適切な会計

処理を行うにあたり、住宅の引渡し時期を偽るための工作等を行ったことにより著しく社会的信用が低下し、今後

の売上高の低下が考えられ、通期の業績につきましては、現時点では確定できないため、算出出来次第公表いたし

ます。

（財政状態）

キャッシュ・フロー等の状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期と比べ、4億70百万円増

加し38億50百万円になりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

　当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、94百万円（前年同期 8億77百万円の増加）となりま

した。

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

　当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、1億84百万円（前年同期 95百万円の増加）となりま

した。

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

　当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、1億87百万円（前年同期 7億30百万円の増加）となり

ました。

　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。
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平成17年3月期 平成17年9月期 平成18年3月期 平成18年9月期

自己資本比率（％） △6.2 △7.5 △5.8 △5.3

時価ベースの自己資本

比率（％）
35.1 29.7 30.1 29.7

債務償還年数（年） 216.8 － 1.8 －

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ
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。

※債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、中間期の記載を省略しております。

 

 （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、中間決算短信提出日（平成18年12月21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。

　また、平成18年12月18日に公表しましたように、不適切な会計処理により過年度公表済の決算内容を訂正する

に至ったこと等により、建設業法等の許可におきまして見直しが行われるものと思われます。

　業務遂行に支障が無い様、親会社ミサワホームホールディングス株式会社とともに善後策を検討いたします。

 (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。

  (6） 社会的信用について
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　平成18年12月18日に公表しました不適切な会計処理に伴う決算内容の修正により、株主の皆様、お客様等関係

各位に多大なご迷惑をおかけし、当社の社会的信用力が大きく低下いたしましたことにより当社の業績に影響を

及ぼす可能性があります。

　今後は皆様の信頼回復に向け、全社一丸となって鋭意努力して参る所存であります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※１  3,482,359   3,853,955   4,310,650  

２．受取手形、完成工事
未収入金及び分譲
売掛金

  305,288   289,516   344,377  

３．たな卸資産 ※１  7,745,119   8,107,396   7,536,185  

４．その他流動資産   243,907   324,507   194,732  

５．貸倒引当金   △3,372   △6,867   △6,189  

流動資産合計   11,773,302 86.8  12,568,509 86.9  12,379,756 87.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産           

(1) 建物及び構築物
※1、
2

818,334   761,841   798,004   

(2）土地 ※１ 266,718   327,967   266,718   

(3) その他有形固定
資産

※２ 19,074 1,104,127  160,643 1,250,453  16,896 1,081,619  

２．無形固定資産   26,773   13,586   13,618  

３．投資その他の資産           

(1) 投資等 ※１ 827,744   723,022   782,978   

(2）貸倒引当金  △174,593 653,151  △91,028 631,994  △90,320 692,658  

固定資産合計   1,784,052 13.2  1,896,033 13.1  1,787,895 12.6

資産合計   13,557,354 100.0  14,464,542 100.0  14,167,651 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金及び
工事未払金

  2,839,720   3,342,066   2,976,492  

２．短期借入金 ※１  4,512,946   3,500,777   3,980,785  

３．１年以内返済予定
の長期借入金

  14,292   74,292   14,292  

４．未払法人税等   29,022   17,355   33,878  

５．未成工事受入金
及び分譲前受金

  4,479,839   6,021,136   5,102,953  

６．預り金   1,770,946   1,120,105   1,760,644  

７．賞与引当金   121,026   229,305   205,859  

８．完成工事補償
引当金

  5,974   8,300   5,658  

９．その他流動負債   243,472   235,153   326,961  

流動負債合計   14,017,239 103.4  14,548,492 100.6  14,407,525 101.7

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   69,034   294,742   61,888  

２．繰延税金負債   －   －   12,633  

３．退職給付引当金   140,823   144,194   149,246  

４．役員退職慰労
引当金

  111,750   4,750   121,000  

５．受入保証金 ※１  239,502   233,982   236,266  

固定負債合計   561,110 4.1  677,669 4.7  581,034 4.1

負債合計   14,578,349 107.5  15,226,161 105.3  14,988,560 105.8

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   662,750 4.9  － －  662,750 4.7

Ⅱ　資本剰余金   138,826 1.0  － －  138,826 1.0

Ⅲ　利益剰余金   △1,738,394
△

12.8
 － －  △1,619,081

△
11.4

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  △62,164 △0.5  － －  18,608 0.1

Ⅴ　自己株式   △22,012 △0.1  － －  △22,012 △0.2

資本合計   △1,020,995 △7.5  － －  △820,908 △5.8

負債・資本合計   13,557,354 100.0  － －  14,167,651 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  662,750 4.6  － －

２．資本剰余金   － －  138,826 1.0  － －

３．利益剰余金   － －  △1,514,175
△

10.5
 － －

４．自己株式   － －  △22,012 △0.2  － －

株主資本合計   － －  △734,611 △5.1  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券
評価差額金

  － －  △27,007 △0.2  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  △27,007 △0.2  － －

純資産合計   － －  △761,618 △5.3  － －

負債純資産合計   － －  14,464,542 100.0  － －
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(2) 中間連結損益計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   11,655,996 100.0  12,035,546 100.0  24,357,826 100.0

Ⅱ　売上原価   9,788,164 84.0  10,054,478 83.5  20,360,065 83.6

売上総利益   1,867,831 16.0  1,981,068 16.5  3,997,760 16.4

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

          

１．広告宣伝費  196,408   212,361   392,632   

２．貸倒引当金繰入額  2,183   1,385   2,414   

３．完成工事補償
引当金繰入額

 5,994   8,341   5,678   

４．給与手当  691,908   661,159   1,480,003   

５．賞与引当金繰入額  74,029   146,117   133,634   

６．退職給付費用  31,299   23,850   61,645   

７．役員退職慰労
引当金繰入額

 9,250   950   18,500   

８．減価償却費  22,737   21,314   47,777   

９．その他  787,050 1,820,860 15.6 836,380 1,911,859 15.9 1,611,574 3,753,860 15.4

営業利益   46,970 0.4  69,208 0.6  
243,900 1.0

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  281   2,594   468   

２．受取配当金  1,102   865   1,104   

３．受取手数料  9,170   6,999   45,438   

４．受取解約金  3,142   －   －   

５．子会社消費税
精算金

 －   3,358   －   

６．親会社表彰金  －   3,200   －   

７．その他  11,560 25,256 0.2 5,161 22,180 0.2 19,463 66,475 0.3

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  74,535   58,845   141,632   

 ２．支払解約金  12,876   －   －   

３．その他  4,067 91,478 0.8 1,123 59,969 0.5 17,614 159,246 0.7

経常利益又は　　
経常損失(△)   △19,251 △0.2  31,420 0.3  151,128 0.6
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益  －   484   －   

２．投資有価証券売却益  15,744   －   15,744   

３．役員退職慰労引当金
取崩益

 －   99,000   －   

４．貸倒引当金戻入益  － 15,744 0.1 － 99,484 0.8 19,591 35,335 0.1

Ⅶ　特別損失           

１．販売用不動産評価損  －   －   14,055   

２．固定資産除却損  ※１ 8,743   15,363   31,452   

３．貸倒引当金繰入額  －   －   27,700   

４．会員権評価損  1,300   －   1,300   

５．減損損失  227,520 237,563 2.0 － 15,363 0.1 227,520 302,028 1.2

税金等調整前
中間純利益
又は中間(当期)純
損失(△)

  △241,070 △2.1  115,540 1.0  △115,563 △0.5

法人税、住民税
及び事業税

 20,172   10,635   26,365   

法人税等調整額  － 20,172 0.1 － 10,635 0.0 － 26,365 0.1

中間純利益
又は中間(当期)純
損失(△)

  △261,242 △2.2  104,905 0.9  △141,928 △0.6
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(3) 中間連結剰余金計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（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）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   138,826  138,826

Ⅱ　資本剰余金中間期末
（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   △1,477,152  △1,477,152

Ⅱ　利益剰余金減少高      

１．当期純損失  261,242 261,242 141,928 141,928

Ⅲ　利益剰余金中間期末
（期末）残高

  △1,738,394  △1,619,081
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(4) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
662,750 138,826 △1,619,081 △22,012 △839,517

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益   104,905  104,905

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 104,905 － 104,905

平成18年９月30日　残高

（千円）
662,750 138,826 △1,514,175 △22,012 △734,611

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
18,608 － 18,608 － △820,908

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益     104,905

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△45,615  △45,615  △45,615

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△45,615 － △45,615 － 59,289

平成18年９月30日　残高

（千円）
△27,007 － △27,007 － △761,618
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（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） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１．税金等調整前中間純利益

又は中間(当期)純損失(△)
 △241,070 115,540 △115,563

２．販売用不動産評価損  － － 14,055

３．減価償却費  32,264 33,194 69,178

４．減損損失  227,520 － 227,520

５．有形固定資産除売却損  8,743 15,363 31,452

６．投資有価証券売却益  △15,744 － △15,744

７．貸倒引当金の増加額

(△減少額)
 681 1,385 9,884

８．賞与引当金の増加額  24,657 23,445 109,490

９．完成工事補償引当金の増加額  2,316 2,641 2,000

10．退職給付引当金の増加額

(△減少額)
 8,800 △5,051 17,222

11．役員退職慰労引当金の増加額

(△減少額)
 9,250 △116,250 18,500

12．受取利息及び受取配当金  △1,383 △3,460 △1,572

13．支払利息  74,535 58,845 141,632

14．売上債権の減少額  146,082 54,860 106,993

15．たな卸資産の減少額

(△増加額)
 △343,349 △604,935 △148,471

16．仕入債務の増加額  △1,143,140 365,574 △1,006,368

17．未成工事受入金・分譲前受金

の増加額
 791,107 918,182 1,414,221

18．預り金の増減額  1,092,574 △640,539 1,084,147

19．その他  291,850 △240,006 382,808

小計  965,695 △21,207 2,341,388

20．利息及び配当金の受取額  1,383 3,586 1,326

21．利息の支払額  △76,455 △49,988 △140,368

22．法人税等の支払額  △12,841 △17,725 △8,935

営業活動によるキャッシュ・フロー  877,781 △85,335 2,193,411

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  △600 △600 △1,200

２．定期預金の払戻による収入  － － 100,000

３．有形固定資産の取得による支出  △199,317 △180,491 △211,963

４．有形固定資産の売却による収入  235,263 － 235,263

５．投資有価証券の売却による収入  36,600 － 36,600

６．投資有価証券の取得による支出  － － △90

７．長期前払費用取得による支出  △599 △3,249 △2,199

８．貸付けによる支出  △107,834 △7,994 △180,268

９．貸付金の回収による収入  113,610 12,035 191,510

10．その他  17,923 △4,384 78,770

投資活動によるキャッシュ・フロー  95,045 △184,683 246,422

－ 14 －



  

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（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） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１．短期借入金の増減額  737,786 △487,154 205,625

２．長期借入による収入  － 300,000 －

３．長期借入金の返済による支出  △7,146 － △14,292

４．配当金の支払額  △269 △121 △278

財務活動によるキャッシュ・フロー  730,370 △187,275 191,054

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  1,703,197 △457,294 2,630,889

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,677,161 4,308,050 1,677,161

Ⅵ　現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高
 3,380,359 3,850,755 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 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

──────  当社は平成18年12月18日に公表しまし

たように、不適切な会計処理により過

年度公表済連結財務諸表（中間を含む）

を訂正する必要が生じ、その結果平成

16年3月期以降において債務超過となっ

ております。また、不適切な会計処理

を行うにあたり、住宅の引渡し時期を

偽るための工作等を行ったことにより

著しく社会的信用が低下し、今後の売

上高の低下および新たな資金調達が困

難な状況となる等が考えられます。

　以上により、当社は継続企業の前提

に重要な疑義が存在しております。

　当該状況を解消すべく、親会社であ

るミサワホームホールディングス株式

会社による資本増強等再建に向けたバッ

クアップを受けるとともに、充分な監

督機能を果たしてこなかった経営陣を

刷新いたします。また、コンプライア

ンス意識の更なる徹底を図るための社

員研修を計画的かつ継続的に実施し、

さらに社内監査業務の強化による再発

防止に取り組むなど、信用回復に向け、

全社一丸となって鋭意努力して参りま

す。

　中間連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、上記のような

重要な疑義の影響を中間連結財務諸表

には反映しておりません。 

──────
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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。

　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 同　　左

３．連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

　連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

同　　左 　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。

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

①　有価証券

その他有価証券

①　有価証券

その他有価証券

 時価のあるもの

　中間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）

時価のあるもの

中間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

純資産直入法により処理し、売

却原価は主として移動平均法に

より算定)

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）

 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

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

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

(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

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

②　無形固定資産

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

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中間連結

会計期間負担分を計上しておりま

す。

②　賞与引当金

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。

 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

③　完成工事補償引当金

同　　左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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

(5）消費税等の会計処理

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、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

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、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

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

 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

金の中間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

　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

金の中間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

　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。

  

 

（追加情報）

　資本の改善を図るため、取締役

会において当中間期末に至るまで

の慰労金相当額の受取の辞退を決

議したことにより、役員退職慰労

引当金を全額取り崩しております。

 なお、本役員退職金規定による

役員退職慰労金の支給は当社業績

が回復するまで停止することを決

議しております。

 

 

 　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 同　　左

 　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

生中間連結会計期間の期間費用とし

ております。

 同　　左 　同　　左

 

５．中間連結（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ヶ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 同　　左
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中間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 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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基準)

　当中間連結会計期間より、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。これにより、税

金等調整前中間純利益が227,520千円

減少しております。

────── (固定資産の減損に係る会計基準)

　当連結会計期間より、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。これにより、税金

等調整前中間純利益が227,520千円減

少しております。

────── (貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準)

　当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第５号　平成17

年12月９日)及び「貸借対照表のの純

資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」(企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日)を適用して

おります。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は△761,618千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

──────
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間連結損益計算書）

1．「受取解約金」は、前中間連結会計期間まで営業外

収益の「その他」に含めて表示していましたが、営業外

収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

なお、前中間連結会計期間における「受取解約金」の

金額は1,717千円であります。

2．「支払解約金」は、前中間連結会計期間まで営業外

費用の「その他」に含めて表示していましたが、営業外

費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

なお、前中間連結会計期間における「支払解約金」の

金額は4,113千円であります。

 （中間連結損益計算書）

1.　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました営

業外収益の「受取解約金」（当中間連結会計期間は329

千円）は、営業外収益の100分の10以下となったため営

業外収益の「その他」に含めて表示することにしました。

2.　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました営

業外費用の「支払解約金」（当中間連結会計期間は50千

円）は、営業外収益の100分の10以下となったため営業

外収益の「その他」に含めて表示することにしまし

た。

 

（中間連結キャッシュ・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、前中間連結会計期間は「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、前中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「預り金の増減額」は△364,411千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務 ※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(分譲土地建物)　

81,557千円

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　　　  19,270千円

(1) 定期借地権設定契約に基づく

担保提供

たな卸資産(分譲土地建物)　

      70,818千円

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　　　  19,270千円

(1) 定期借地権設定契約に基づく

担保提供

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。

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

現金及び預金   100,000千円

たな卸資産（分譲土地建物）

2,240,843千円

建物及び構築物

 139,555千円

土地　　　　   246,572千円

投資等（投資有価証券）

 150,627千円

上記に対する債務は次のとお

りであります。

短期借入金　 3,257,446千円

(2) 金融機関からの借入金に基づ

く担保提供

たな卸資産（分譲土地建物）

         911,585千円

建物及び構築物

        170,677千円

土地　　　　   254,913千円

投資等（投資有価証券）

        181,984千円

上記に対する債務は次のとお

りであります。

短期借入金　 1,942,277千円

(2) 金融機関からの借入金に基づ

く担保提供

たな卸資産   2,006,941千円

建物及び構築物

161,163千円

土地　　　     255,036千円

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。

短期借入金　 2,472,785千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額

328,394千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額

       332,656千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額

357,678千円

３．偶発債務 ３．偶発債務 ３．偶発債務

　保証債務は次のとおりでありま

す。

　保証債務は次のとおりでありま

す。

　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

3,917,300千円

(1）住宅購入者のためのつなぎ融

資に対する保証債務

         4,392,600千円

(1）住宅購入者のためのつなぎ融

資に対する保証債務

         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

7,697千円

(2）住宅購入者のための住宅ロー

ンに対する保証債務

     7,352千円

(2）住宅購入者のための住宅ロー

ンに対する保証債務

     7,526千円

────── ４．当社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行５

行と貸出コミットメント契約を締

結しております。

これら契約に基づく当中間連結会

計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントの総額

1,000,000千円

借入実行残高 0千円

差引額 1,000,000千円

──────
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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 

建物及び構築物     7,516千円

その他有形固定資産

 1,226千円

※１　固定資産除却損の内訳 

建物及び構物      15,185千円

その他有形固定資産

      177千円

※１　固定資産除却損の内訳

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

※２　減損損失 

　当中間会計期間において、当社は以

下の資産グループについて減損損失を

計上しました。

場所 用途 種類

南福岡店

(福岡県久留米市) 
事務所 

建物及び構築物

土地 

 当社は、管理会計上の区分や投資の

意思決定及び独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位である「支

店」を資産グループとしています。

　

　市場価格の一時著しい下落により南

福岡店における事務所（建物及び土

地）帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額227,520千円を「減損

損失」として特別損失に計上しました。

そのうち内訳は、建物及び構築物

133,698千円、土地93,822千円であり

ます。

　なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

不動産鑑定士の査定金額を基準に評価

しております。 

 ────── ※２　減損損失

　当連結事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損損失を

計上しました。

場所 用途 種類

南福岡店

(福岡県久留米市) 
事務所 

建物及び構築物

土地 

  当社は、管理会計上の区分や投資の

意思決定及び独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位である「支

店」を資産グループとしています。

　市場価格の一時著しい下落により南

福岡店における事務所（建物及び土

地）帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額227,520千円を「減損

損失」として特別損失に計上しました。

そのうち内訳は、建物及び構築物

133,698千円、土地93,822千円であり

ます。

　なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

不動産鑑定士の査定金額を基準に評価

しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間(自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末　
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 7,370,600 － － 7,370,600

合計 7,370,600 － － 7,370,600

自己株式

普通株式 44,000 － － 44,000

合計 44,000 － － 44,000
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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中間期末残高と中間連

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中間期末残高と中間連

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 3,482,359千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△102,000千円

現金及び現金同等物 3,380,359千円

現金及び預金勘定    3,853,955千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
     △3,200千円

現金及び現金同等物    3,850,755千円

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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．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

額相当額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

建物及び構築
物

369,534 72,107 297,426

その他有形固
定資産

72,284 42,216 30,068

合計 441,819 114,324 327,495

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

建物及び構築
物

480,739 102,040 378,699

その他有形固
定資産

90,837 46,446 44,390

合計 571,577 148,487 423,090

 

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

その他有形固
定資産

81,590 45,519 36,070

合計 397,795 105,132 292,662

②　未経過リース料中間期末残高相当

額等

未経過リース料中間期末残高相当

額

②　未経過リース料中間期末残高相当

額等

未経過リース料中間期末残高相当

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 88,256千円

１年超 242,334千円

合計 330,590千円

１年内    129,777千円

１年超    299,609千円

合計    429,386千円

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、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

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

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 48,396千円

減価償却費相当

額
45,234千円

支払利息相当額 3,774千円

支払リース料   56,499千円

減価償却費相当

額
  52,446千円

支払利息相当額  41,041千円

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

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

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。

 (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。

 (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

前中間連結会計期間（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表

計上額（千円）
差額（千円）

(1) 株式 251,059 188,895 △62,164

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

計 251,059 188,895 △62,164

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分
中間連結貸借対照表

計上額（千円）
 

その他有価証券   

非上場株式 731  

計 731  

当中間連結会計期間（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表

計上額（千円）
差額（千円）

(1) 株式 251,059 224,052 △27,007

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

計 251,059 224,052 △27,007

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分
中間連結貸借対照表

計上額（千円）
 

その他有価証券   

非上場株式 821  

計 821  

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1) 株式 251,059 282,301 31,242

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

計 251,059 282,301 31,242

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分
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）
821  

計 821  

③　デリバティブ取引

　前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日　至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４月１

日　至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）

　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　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30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）

売上高       

(1）外部顧客に

対する売上高
9,406,677 2,204,595 44,723 11,655,996 － 11,655,996

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

6,907 － － 6,907 △6,907 －

計 9,413,584 2,204,595 44,723 11,662,903 △6,907 11,655,996

営業費用 9,167,528 2,241,794 62,809 11,472,132 136,893 11,609,025

営業利益又は営業損

失（△）
246,055 △37,198 △18,085 190,770 △143,800 46,970

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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）

売上高       

(1）外部顧客に

対する売上高
10,460,943 1,515,619 58,983 12,035,546 － 12,035,546

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

2,524 － － 2,524 △2,524 －

計 10,463,467 1,515,619 58,983 12,038,069 △2,524 12,035,546

営業費用 10,299,363 1,441,591 74,827 11,815,782 150,555 11,966,338

営業利益又は営業損

失（△）
164,104 74,027 △15,844 222,288 △153,079 69,208
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前連結会計年度（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）

売上高       

(1) 外部顧客に対する

売上高
19,878,198 4,371,713 107,915 24,357,826 － 24,357,826

(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 19,879,808 4,371,713 107,915 24,359,436 △1,610 24,357,826

営業費用 19,380,385 4,327,098 128,039 23,835,524 278,402 24,113,926

営業利益又は営業

損失（△）
499,422 44,614 △20,124 523,912 △280,012 243,900

　（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。

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等

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、前中間連結会計期間136,893千

円、当中間連結会計期間150,555千円及び前連結会計年度278,402千円であり、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．会計方針の変更(当中間連結会計期間)

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(ハ)③に記載のとおり、当中間連結会計期

間より「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第４号　平成17年11月29日)を適用しております。この

変更に伴い、純来の方法によった場合に比べて、「消去または全社」の営業費用は1百万円増加し、営業利益

が同額減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前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

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（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　　 △139円35銭 １株当たり純資産額　　 △103円95銭 １株当たり純資産額　　 △112円04銭

１株当たり中間純損失　　　35円19銭 １株当たり中間純利益　　　14円32銭 １株当たり当期純損失　　  19円37銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

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株当たり中間純利

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、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。

（注）１株当たり中間純利益又は中間（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。

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

中間純利益又は

中間(当期)純損失（△）（千円）
△261,242 104,905 △141,928

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

又は中間純損失（△）（千円）
△261,242 104,905 △141,928

期中平均株式数（株） 7,326,600 7,326,600 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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比

％ ％

住宅請

負事業

個人及び集合住宅 7,785,245 66.8 8,671,918 72.1 16,809,518 69.0

請負分譲住宅 21,500 0.2 68,608 0.6 21,500 0.1

増改築工事等 1,468,574 12.6 1,594,847 13.2 2,762,063 11.3

その他 131,356 1.1 128,092 1.0 285,116 1.2

計 9,406,677 80.7 10,463,466 86.9 19,878,198 81.6

分譲事業 2,204,595 18.9 1,515,619 12.6 4,371,713 18.0

その他

事業

仲介手数料等 41,946 0.4 53,986 0.5 102,155 0.4

その他 2,777 0.0 2,474 0.0 5,759 0.0

計 44,723 0.4 56,461 0.5 107,915 0.4

合計 11,655,996 100.0 12,035,546 100.0 24,357,826 100.0

２．受注高及び受注残高

 （単位：千円）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

受注高 12,282,259 10,543,025 26,079,482

期末受注残高 10,564,325 12,815,623 11,721,640

－ 30 －


