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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 25,927  △　3.1 151  △ 45.4 84  △ 55.6       △  676 ―

18年３月期 26,770 14.4 277 ― 190 ― 159 ―

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 △37 70 ―  △11.6 0.4 0.6

18年３月期 9 85 ―  2.8 0.8 1.0

（参考）①持分法投資損益　19年３月期　―　百万円　　平成18年３月期　―　百万円　

 　　　 ②期中平均株式数（連結）19年３月期　17,943,402株　　平成18年３月期　16,194,788株

(2）連結財政状態

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

19年３月期 21,041 5,935 28.2 324 81

18年３月期 20,611 5,758 27.9 355 59

（参考）自己資本 19年３月期 5,935百万円 18年３月期 ―百万円

(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

19年３月期 △465 △811 997 3,059

18年３月期 2,531 475 △4,999 3,338

２．配当の状況

 １株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

 18年３月期 　　－ 　　－ 　 　0 00 － 　　－ 　　－

 19年３月期 　　－  　　－  　 　0 00           　 － 　　－ 　　－

20年３月期（予想） －  －  0 00 － － －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 12,700 △3.9 210 6.7 140 △19.1 60 △51.8 3 34

通期 26,300 1.4 350 131.2 220 160.7 100 ― 5 57

（参考）上記業績予想における通期につきましては、本日発表いたしました合併を考慮した予想数値ではありません。な

お、通期業績予想につきましては、作成次第お知らせ致します。
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 ―社   除外 ―社  

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、20ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 18,277,196株 18年３月期 16,548,196株

②　期末自己株式数 19年３月期 3,459株 18年３月期 353,416株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 21,681 △7.1 △57 ― 94 93.4 0 △99.1

18年３月期 23,344 16.0 99 ― 48 ― 96 ―

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

円 銭 円 銭

19年３月期 0 5 ― ―

18年３月期 5 99 ― ―

(2）個別財政状態

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

19年３月期 19,669 6,260 31.8 342 59

18年３月期 16,061 5,392 33.6 332 99

（参考）自己資本 19年３月期 6,260百万円 18年３月期 ―百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 10,880 △3.2 70 △2.6 60 △31.6 30 △62.6 1 67

通期 22,780 5.1 150 ― 120 27.1 70 ― 3 90

（参考）上記業績予想における通期につきましては、本日発表いたしました合併を考慮した予想数値ではありません。な

お、通期業績予想につきましては、作成次第お知らせ致します。

※　業績予想の適切な利用に関する説明

　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に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。

　なお、上記業績予想に関する事項については、添付資料３ページ「１．経営成績　(１）経営成績に関する分析」

をご参照ください。

東北ミサワホーム㈱（1907）平成 19 年３月期決算短信

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用情勢の改善に伴い個人消費が底堅く推移しており、中国をはじめアジ

ア向けの輸出も拡大するなど、景気は戦後最長のいざなぎ景気を抜いて、なお緩やかな安定成長を維持し続けており

ます。

  一方、住宅業界におきましては、全国平均の公示地価が16年ぶりに前年比0.4％の上昇となり、バブル崩壊以来下落

を続けていた土地価格はようやく歯止めが掛かり、東北地方においても宮城県の商業地だけがプラスに転じたものの、

地方圏の多くはその利便性により二極化がさらに強まる傾向にあります。

  当社グループは、このような市場環境下にあって、省エネ・環境に配慮しミセスの暮らしを中心に設計した新商品

「URBAN DESIGNERS VikiFEMY」を発売するなど環境配慮に重点を置くとともに、リフォーム事業においては耐震リ

フォームや防犯リフォーム、まるごとパックなどお客様の要望をそれぞれパック化して提案してまいりました。また、

制震装置「ＭＧＥＯ」など住宅部品３点と２つの商品が今年度もグッドデザイン賞を受賞し、ミサワホームは17年連

続の受賞となりました。なお、当社は平成18年５月12日開催の取締役会において、ミサワホームホールディングス㈱

を割当先とする第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分を決議し、同年５月29日に払込が完了いたしまし

た。その結果、同社は間接所有分を含めて当社株式の52.3％の議決権を所有することとなり、当社の親会社に該当す

ることとなりました。

  以上の営業活動の結果、当連結会計年度の業績は、売上高259億27百万円（前連結会計年度比3.1％減）、営業利益

１億51百万円（前連結会計年度比45.4％減）、経常利益84百万円（前連結会計年度比55.6％減）を計上したものの、

投資有価証券評価損637百万円などを特別損失に計上したことから、法人税等を控除した後の当期純損失は６億76百万

円（前連結会計年度は１億59百万円の利益）となりました。

  セグメント別の業績は次のとおりであります。なお、これまで増築・リフォーム工事等の請負は住宅請負事業の一

部としておりましたが、当社グループの事業構成並びに事業戦略上の重要性が増してきていることから、当連結会計

年度よりリフォーム事業として独立した事業部門とすることとし、これに伴い、各事業区分を全般的に見直した結果、

セグメントの変更を行っております。従って、売上高等の前連結会計年度との比較は、その記載を省略しております。

また、事業区分の詳細につきましては、23～25ページに記載の「セグメント情報」の注記をご参照ください。

  ①戸建事業

  当連結会計年度の戸建事業は、上期は「エムズガーデン南中山」の販売が前連結会計年度に引き続き順調だったこ

となどにより、注文住宅が312棟（前連結会計年度比△１棟）、分譲住宅が65棟（前連結会計年度比△34棟）となりま

したが、下期は受注の低迷などにより、注文住宅が270棟（前連結会計年度比△39棟）、分譲住宅が50棟（前連結会計

年度比△19棟）となり、売上高は213億９百万円、営業損失は１億81百万円となりました。

  ②リフォーム事業

　当連結会計年度のリフォーム事業は、様々なリフォームをパック化し価格明解なリフォーム提案を実施したことに

より、上期は売上が前連結会計年度並になりましたが、下期は冬場の受注が低迷したことなどにより、前連結会計年

度を下回ったため、売上高は32億32百万円、営業利益は２億29百万円となりました。

  ③その他事業

  当連結会計年度のその他事業は、大型小売店舗の受注等により、売上高は13億85百万円、営業利益は１億74百万円

となりました。

  今後の見通しにつきましては、アメリカ経済の減速感や原油価格の動向に左右されて製造業にやや足踏みが見られ

るものの、海外経済の拡大を背景に輸出は増加を続けており、景気は緩やかに拡大していくものと思われます。

  また、住宅業界におきましては、今後の住宅ローン金利の引き上げが懸念されるものの、好立地の土地価格は上昇

局面を迎えており、建設資材価格も上昇が鮮明になりつつあることから、当面、住宅着工は底堅く推移していくこと

が期待されます。

  このような状況下におきまして、当社グループは、大量退職を迎えた団塊世代向けの建替えやリフォームの受注獲

得を強化し、一方で団塊ジュニア世代を中心とする一次取得者層の需要にも積極的に応えるため、「エムズガーデン

南中山」を培った分譲ノウハウと環境への取り組みを軸に、今後も魅力的な街づくりを推進するなど、早期に復配可

能な収益体質の確立を目指し、みなさまの期待に応えるべく全社員一丸となって取り組んでまいります。

  以上により、通期の業績の見通しといたしましては、売上高263億円（前連結会計年度比1.4％増）、営業利益は３

億50百万円（前連結会計年度比131.2％増）、経常利益は２億20百万円（前連結会計年度比160.7％増）、当期純利益

は１億円（前連結会計年度は６億76百万円の損失）を見込んでおります。
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(2）財政状態

  ①資産、負債、純資産の状況

  当連結会計年度末の資産の合計は、前連結会計年度末に比べて４億29百万円増加して、210億41百万円となりました。

流動資産は同６億円増加して159億31百万円、固定資産は１億70百万円減少して51億９百万円となりました。

  流動資産増加の主な要因は、たな卸資産の増加によるものであります。  

  固定資産減少の主な要因は、投資有価証券の評価損によるものであります。

  当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度に比べて２億55百万円増加して、151億５百万円となりました。

流動負債は同８億13百万円減少して132億７百万円、固定負債は同10億69百万円増加して18億98百万円となりました。

  流動負債減少の主な要因は、短期借入金の減少によるものであります。

  固定負債増加の主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。

  当連結会計年度末の純資産の合計は、前連結会計年度末に比べて１億73百万円増加して、59億35百万円となりまし

た。この主な要因は、第三者割当増資により資本金及び資本剰余金が増加したものの当期純損失となったため利益剰

余金が減少したことによるものであります。

  この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の27.9％から28.2％となりました。

 

②当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　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30億59百万円となり、前連結

会計年度より２億78百万円減少いたしました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と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）

　当連結会計年度において営業活動の結果減少した資金は４億65百万円（前連結会計年度は25億31百万円の増加）と

なりました。これは主に、たな卸資産の増加17億24百万円、営業貸付金の減少６億91百万円及び貸倒引当金の減少２

億26百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当連結会計年度において投資活動の結果減少した資金は８億11百万円（前連結会計年度は４億75百万円の増加）と

なりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出７億49百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当連結会計年度において財務活動の結果増加した資金は９億97百万円（前連結会計年度は49億99百万円と減少）と

なりました。これは主に、株式の発行による収入８億31百万円によるものであります。

 

　当社グループのキャッシュ・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 平成19年３月期

自己資本比率（％） 32.2 34.5 21.6 27.9 28.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
18.5 23.8 20.9 40.9 24.8

債務償還年数（年） 134.8 7.2 15.6 3.5 ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
0.7 13.3 6.7 11.1 ―

 　※　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。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。
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(3）利益配分に関する基本方針

 　 当社は、株主のみなさまに対する利益還元を経営の最重要政策の一つとして位置付けるとともに、業績に裏付け

られた成果の安定的な配分を図ることを利益配分の基本方針としております。従いまして、株主のみなさまに対す

る配当は、なお一層の企業体質の強化並びに今後の事業展開に備えるために必要な内部留保と成果配分とのバラン

スを中長期的視点のもと、継続的な安定配当に十分留意しながら決定することとしております。

(4）事業等のリスク

  当社グループの事業展開について影響を及ぼす可能性のあるリスクは、次のようなものがあります。

① 特有の経営方針

  経営方針の一環として、持ち家志向の強い団塊ジュニア世代を中心とした一次取得者層向けの建売分譲住宅の販売

に力を入れており、そのため、分譲用土地の取得をすすめております。計画どおりに建売分譲住宅を販売できずに販

売用不動産が滞留し、土地価格が下落した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

② 事業領域

  「関連当事者との取引、兄弟会社等」に記載のとおり、当社販売施工地域は、宮城県、岩手県、山形県一円に限定

されております。なお、事業領域が限定されていることから、販売棟数が限定的になる可能性及び当該地域の景気動

向の影響を受ける可能性があります。

③ 資金調達に関する金利動向のリスク

  土地の仕入れなどについては、主として金融機関からの借入れによっております。有利子負債の削減を重視した経

営を目指しておりますが、将来の金利の変動によっては支払利息が増加し、当社グループの業績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。

④ 季節の変動要因

  当社グループは個人住宅の建築請負及び分譲住宅の販売を主な事業としております。売上高のうち戸建事業の割合

が大部分を占めておりますが、住宅完工の多くは第２四半期及び第４四半期に集中していることから、四半期ごとに

売上高が大きく変動する特徴があります。

⑤ 減損会計

  当社グループは、事業用不動産として複数の土地及び建物を所有しており、地価の動向及び営業成績の状況によっ

ては減損損失を計上することも予測されます。その場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。

⑥ 特定の取引先への依存について

  当社は、ミサワホーム㈱の住宅部材を仕入れ、「ミサワホーム」の戸建事業及びリフォーム事業の販売施工を主力

事業としております。当社とミサワホーム㈱とは緊密な関係にあり、今後ともこの関係を良好に維持し続けていく方

針であります。

⑦ 住宅市場

  平成18年度の住宅着工戸数は４年連続して増加するなど、景気回復とともに住宅着工戸数は底堅く推移していくも

のと期待されます。ただし、金利の上昇等により着工戸数が減少した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。

⑧ 訴訟等について

  建築工事や不動産販売に関しては、様々な法的規制や慣行があります。当社グループは、法令を遵守し、正規の手

続きに沿った業務を遂行しておりますが、訴訟、紛争、その他の法的手続きの対象となる可能性を完全に排除するこ

とはできません。また、裁判に至らず根拠のない誤認であった場合にも、当社グループの信用に悪影響を及ぼし、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 個人情報の管理について

  当社グループで行っている事業は、顧客のみなさまの非常に重要な個人情報を入手する立場にあります。当社グ

ループでは個人情報保護法等の各規定に従い、当社グループにて定めたプライバシーポリシーに従って個人情報を取

扱い、また漏洩防止措置等の安全管理の実施を全社にて実施しておりますが、万が一、何らかの原因により情報の漏

洩等が発生した場合には、当社グループの信用に悪影響を及ぼし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。
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２．企業集団の状況
  当社グループ(当社及び当社の関連会社）は、当社、当社の連結子会社であるミサワホームイング東北㈱、エム・アー

ル・ディー仙台㈱及びミサワホームサービス東北㈱並びに当社の議決権の52.3％（直接所有35.6％、間接所有16.7％）

を所有する親会社であるミサワホームホールディングス㈱及び同社の子会社（兄弟会社）であるミサワホーム㈱により

構成され、個人住宅等の建築請負、分譲住宅の販売及び増築・リフォーム工事の請負並びに不動産の仲介を中心に、こ

れらに付随して発生する関連事業を含めた住宅事業全般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、当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、当連結会計年

度から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の詳細につきましては、23～25ページに記載の「セグメント

情報」をご参照ください。

セグメント 事　　　業　　　内　　　容

 戸　　建　　事　　業

　当社が一般顧客から個人住宅の建築を請負い、ミサワホーム㈱より主要な住宅部材を仕入れ

て施工監理を行い、指定工事店で住宅を施工する個販事業、当社及びエム・アール・ディー仙

台㈱が民間デベロッパー等より土地を購入し、同様に住宅を施工し、土地付住宅として販売す

る分譲事業並びに分譲宅地の販売を行っております。

 リ フ ォ ー ム 事 業
　ミサワホームイング東北㈱が一般顧客から増築又は屋根や外壁、水廻りなどのリフォーム工

事を請負い、指定工事店で工事を施工しております。

 そ　の　 他 　事　業

　戸建事業に付随して発生する関連事業のほか、ミサワホームの住宅部材を使用しない特殊建

築物の建築請負等があります。関連事業とは主として個人向けの宅地等の仲介を行う不動産仲

介業務、家具及びインテリア商品の販売等を行う商品販売業務、火災保険等の損害保険の販売

を行う保険代理業務を行っております。
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　また、事業の系統図は次のとおりであります。

 

当

社 

（
兄

弟

会

社
） 

ミ

サ

ワ

ホ

ー

ム

㈱ 

イ
ン
グ
東
北
㈱ 

ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム 

（
連
結
子
会
社
） 

（親 会 社）ミ サ ワ ホ ー ム ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱ 

戸
建
事
業 

そ
の
他
事
業 

サ
ー
ビ
ス
東
北
㈱ 

ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム 

(

連
結
子
会
社)

 
デ
ィ
ー
仙
台
㈱ 

エ
ム
・
ア
ー
ル
・ 

（
連
結
子
会
社
） 

一

般

顧

客
（
主

に

個

人
） 

住宅部材の仕入 

住宅部材の仕入 

住宅建築等の請負 

分譲住宅、宅地の販売 

特建の請負、不動産仲介、商品販売等 

増築・リフォーム 
工 事 の 請 負 

外注施工 

不動産仲介 

損害保険の 
代 理 業 

固定資産のリース 

不動産の仲介情報 

100％出資 52.3％出資 

リ
フ
ォ
ー
ム
事
業 

外構造園 

外
構
造
園 外

注
施
工 

分譲住宅 
の 販 売 

東北ミサワホーム㈱（1907）平成 19 年３月期決算短信

－ 7 －



 (関係会社の状況)

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の

内容

議決権の所有
[被所有]割合

（％）
関係内容

（連結子会社）      

ミサワホームイング東北㈱ 仙台市宮城野区 111 リフォーム事業 100.0

当社が販売する工業化住宅を施工し

ております。

役員の兼任等………有

エム・アール・ディー仙台㈱ 仙台市青葉区 90
戸建事業

その他事業

100.0

(23.1)

当社顧客に対する住宅資金つなぎ融

資及び当社への事務機器・展示場等

のリース並びに不動産情報の提供等

を行っております。

役員の兼任等………有

ミサワホームサービス東北㈱ 仙台市青葉区 60 その他事業 100.0

当社顧客及び社員向けに火災保険等

の損害保険の募集及び外構造園事業

を行っております。

役員の兼任等………有

（親会社）      

ミサワホームホールディングス㈱ 東京都新宿区 23,412

グループの経営

戦略・管理並び

にそれらに附帯

する業務

[52.3]

[(16.7)]
役員の兼任等………有

（注）１. 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名所を記載しております。

　　　２. 「所有割合」の（　）は、間接所有割合を内数で表示しております。

 　　 ３．ミサワホームホールディングス㈱は、有価証券報告書を提出しております。

 　　 ４．ミサワホームイング東北㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占

　　　　　める割合が10％を超えております。

 　　　　 主要な損益情報等　　　（１）売上高　　　　4,149百万円

 　　　　 　　　　　　　　　　　（２）経常利益　　　  223百万円

 　　　　 　　　　　　　　　　　（３）当期純利益　　  131百万円

 　　　　 　　　　　　　　　　　（４）純資産額　　　　744百万円

 　　　　 　　　　　　　　　　　（５）総資産額　　　1,618百万円
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 「家」は生活の基本であり、「家を建てる」ことはお客様にとって人生の集約といっても過言ではありません。その

意味の重さと家づくりに対する情熱を受けとめ、常に住む人の気持ちにたった「家づくり」を行っていくことが当社

グループ経営の基本方針であります。ここで当社グループが標榜しているのは、快適さや機能はもとより生活全般に

わたって提案し「快適生活をデザインする」ことであり、このモットーのもと今後も地域の文化、風土を熟知したノ

ウハウとミサワホームの商品力を合わせて、高品質で低コストな住宅の建設を実現させていくことにより、地域社会

の発展に貢献していきたいと考えております。

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、売上高経常利益率を経営指標として考えており、２％以上を早期に回復することを当面の目標と

しております。厳しい競争環境に打ち勝てる強靭で健全な企業体質の実現を図るため、当社グループが持つすべての

経営資源を住宅販売に集中させ、利益率の向上に取り組んでまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略並びに対処すべき課題

  少子高齢化社会の進行、環境問題対策など、企業を取り巻く経営環境は大きく変化を遂げつつあります。このよう

な変革の時代の中で当社グループといたしましては、次のような課題を重視したグループ戦略を考えていく所存であ

ります。

　①　顧客満足度（ＣＳ）のさらなる向上や、安心とやすらぎのある住宅の供給を推進していく

　②　さらなる住宅建設費の引き下げに取り組み、材料費や施工費の一層のコスト削減に加えて、営業経費のコスト

　　　削減を推進していく

　③　戸建事業とリフォーム事業を２本柱とし、地域における一層のシェア向上を目指していく

  ④　ケアサービス付住宅の供給など、住宅周辺事業の強化に取り組んでいく
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   3,388   3,059   

２　売掛金・完成工事未収
入金及び分譲事業未収
入金

  870   695   

３　営業貸付金   1,344   653   

４　たな卸資産 ※２  9,241   10,953   

５　繰延税金資産   116   111   

６　その他   649   542   

７　貸倒引当金   △281   △84   

流動資産合計   15,330 74.4  15,931 75.7 600

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１　建物及び構築物  3,029   2,948    

減価償却累計額 ※１ 1,549 1,479  1,564 1,383   

２　土地   1,992   1,996   

３　その他  1,281   1,263    

減価償却累計額 ※１ 1,075 205  1,065 197   

有形固定資産合計   3,678 17.8  3,577 17.0 △100

(2）無形固定資産   23 0.1  39 0.2 15

(3）投資その他の資産         

１　投資有価証券   992   923   

２　繰延税金資産   107   94   

３　その他   607   573   

４　貸倒引当金   △129   △99   

投資その他の資産合計   1,578 7.7  1,492 7.1 △86

固定資産合計   5,280 25.6  5,109 24.3 △170

資産合計   20,611 100.0  21,041 100.0 429
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金・工事未払金及
び分譲事業未払金

  3,259   3,485   

２　短期借入金 ※６  8,346   7,070   

３　未払法人税等   36   55   

４　未成工事受入金及び分
譲事業受入金

※２  886   1,084   

５　賞与引当金   195   192   

６　完成工事補償引当金   51   58   

７　その他   1,244   1,261   

流動負債合計   14,021 68.1  13,207 62.8 △813

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   145   1,262   

２　繰延税金負債   27   ―   

３　退職給付引当金   31   38   

４　役員退職慰労引当金   212   199   

５　連結調整勘定   25   ―   

６　負ののれん   ―   15   

７　その他 ※２  386   381   

固定負債合計   828 4.0  1,898 9.0 1,069

負債合計   14,850 72.1  15,105 71.8 255

（少数株主持分）         

少数株主持分   2 0.0  ― ― △2

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※４  3,761 18.3  ― ― △3,761

Ⅱ　資本剰余金   1,632 7.9  ― ― △1,632

Ⅲ　利益剰余金   463 2.2  ― ― △463

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  40 0.2  ― ― △40

Ⅴ　自己株式 ※５  △139 △0.7  ― ― 139

資本合計   5,758 27.9  ― ― △5,758

負債、少数株主持分及び
資本合計

  20,611 100.0  ― ― △20,611
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   ― ―  4,178 19.8 4,178

２　資本剰余金   ― ―  2,077 9.9 2,077

３　利益剰余金   ― ―  △213 △1.0 △213

４　自己株式   ― ―  △1 △0.0 △1

株主資本合計   ― ―  6,041 28.7 6,041

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  ― ―  △106 △0.5 △106

評価・換算差額等合計   ― ―  △106 △0.5 △106

純資産合計   ― ―  5,935 28.2 5,935

負債純資産合計   ― ―  21,041 100.0 21,041
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   26,770 100.0  25,927 100.0 △842

Ⅱ　売上原価   22,189 82.9  21,009 81.0 △1,180

売上総利益   4,580 17.1  4,918 19.0 337

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※１  4,303 16.1  4,767 18.4 463

営業利益   277 1.0  151 0.6 △125

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  15   15    

２　仕入割引  1   ―    

３　受取手数料  47   58    

４　受取保証料  8   5    

５　その他  75 148 0.6 97 176 0.7 28

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  225   201    

２　シンジケートローン手
数料

 ―   25    

３　賃貸資産費用  3   1    

４　その他  6 235 0.9 14 243 1.0 8

経常利益   190 0.7  84 0.3 △105

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※２ 5   0    

２　投資有価証券売却益  324   ―    

３　貸倒引当金戻入益  19   24    

４　償却債権取立益  25   ―    

５　その他  ― 374 1.4 0 26 0.1 △348

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産売却損 ※３ 1   ―    

２　固定資産除却損 ※４ 15   16    

３　たな卸資産評価損  17   12    

４　投資有価証券売却損  5   ―    

５　投資有価証券評価損  ―   637    

６　立退料  14   ―    

７　その他  ― 53 0.2 3 670 2.6 616

税金等調整前当期純利
益

  511 1.9  ― ― △511

税金等調整前当期純損
失

  ― ―  559 △2.2 △559
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

法人税、住民税及び事
業税

 75   98    

法人税等調整額  276 351 1.3 17 116 0.4 △235

少数株主利益   △0 △0.0  ― ― 0

当期純利益   159 0.6  ― ― △159

当期純損失   ― ―  676 △2.6 △676
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
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）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   4,102

Ⅱ　資本剰余金増加高   ―

Ⅲ　資本剰余金減少高    

欠損てん補による資本準
備金取崩高

 2,470 2,470

Ⅳ　資本剰余金期末残高   1,632

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △2,166

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　資本準備金取崩に伴う利
益剰余金増加高

 2,470  

２　当期純利益  159 2,629

Ⅲ　利益剰余金減少高   ―

Ⅳ　利益剰余金期末残高   463

    

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等   

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

その他有価
証券評価
差額金

評価・換算
差額等合計

 少数株主

　持　分

 純資産

　合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

3,761 1,632 463 △139 5,718 40 40 2 5,761

連結会計年度中の変動額          

新株の発行 416 414   831    831

当期純利益   △676  △676    △676

自己株式の取得    △0 △0    △0

自己株式の処分  30  137 168    168

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
（純額）

     △146 △146 △2 △149

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

416 445 △676 137 323 △146 △146 △2 173

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,178 2,077 △213 △1 6,041 △106 △106 ― 5,935
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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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

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・税金等調
整前当期純損失（△）

 511 △559  

減価償却費  260 220  

連結調整勘定償却額  △6 ―  

負ののれん償却額  ― △6  

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △39 △226  

賞与引当金の増減額（減少：△）  37 △3  

完成工事補償引当金の増減額（減
少：△）

 8 6  

退職給付引当金の増減額（減少：
△）

 △2 7  

役員退職慰労引当金の増減額（減
少：△）

 14 △12  

受取利息及び受取配当金  △26 △26  

支払利息  225 201  

投資有価証券売却損益  △318 ―  

投資有価証券評価損  ― 637  

たな卸資産評価損  17 12  

損害賠償損失  ― 2  

償却債権取立益  △25 ―  

立退料  14 ―  

固定資産処分損益  11 15  

売上債権の増減額（増加：△）  △400 175  

営業貸付金の増減額（増加：△）  702 691  

たな卸資産の増減額（増加：△）  2,753 △1,724  

仕入債務の増減額（減少：△）  △443 226  

未成工事受入金・分譲事業受入金の
増減額（減少：△）

 301 197  

その他  △480 △58  

小計  3,114 △223 △3,337

利息及び配当金の受取額  26 26  

利息の支払額  △227 △171  

中途解約違約金の支払額  △214 ―  

損害賠償金の支払額  △31 △2  

立退料の支払額  △14 ―  

法人税等の支払額  △121 △94  

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,531 △465 △2,996
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入れによる支出  △100 △50  

定期預金の払戻しによる収入  100 100  

有形固定資産の取得による支出  △265 △162  

有形固定資産の売却による収入  34 18  

投資有価証券の取得による支出  ― △749  

投資有価証券の売却による収入  504 6  

その他投資の取得による支出  △40 △29  

その他投資の回収による収入  241 80  

貸付による支出  ― △13  

その他  2 △12  

投資活動によるキャッシュ・フロー  475 △811 △1,286

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：△）  △4,559 △1,276  

長期借入金の返済による支出  △440 △420  

長期借入れによる収入  ― 1,700  

自己株式の取得による支出  △0 △0  

自己株式の売却による収入  ― 168  

子会社株式の取得による支出  ― △6  

株式の発行による収入  ― 831  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △4,999 997 5,997

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

 △1,992 △278 1,714

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  5,331 3,338 △1,992

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高  3,338 3,059 △278
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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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 　全ての子会社（３社）を連結しておりま

す。当該子会社は、ミサワホームイング東

北㈱、エム・アール・ディー仙台㈱及びミ

サワホームサービス東北㈱であります。

同左

２　持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日が連結決算日と異な

る会社は次のとおりであります。

  連結子会社の決算日は、連結決算日と同

一であります。

 会社名  決算日

エム・アール・ディー

仙台㈱

 12月31日

 

 

 

 　なお、連結財務諸表の作成に当たっては、

決算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、連結決算日までの期間に発生した

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。

  なお、連結子会社のエム・アール・

ディー仙台㈱は、当連結会計年度より決算

日を12月31日から３月31日に変更いたしま

した。この変更により、当連結会計年度は

１月１日から翌年３月31日までの15か月を

連結対象としております。

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

時価のあるもの

…決算期末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

定しております）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…決算期末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、

売却原価は移動平均法により

算定しております）

 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・販売用土地・商品・

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・販売用土地・未成工

事支出金・未成分譲支出金

…個別法による原価法

 (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、主な資産の耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物　　　　６～50年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

同左

 (3）　　　　 ――――― (3）重要な繰延資産の処理方法

　株式交付費

　支出時に全額費用として処理しており

ます。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　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。

(4）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

　従業員の賞与支給に備えるため、支

給見込額の当期負担額を計上しており

ます。

②　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額を計上しております。

 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、過年度の実績を基礎に将来

の補償見込みを加味して算出した額を

計上しております。

③　完成工事補償引当金

同左

 ④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

　なお、会計基準変更時差異（△19百

万円）は、15年による均等額を費用処

理しております。数理計算上の差異は、

その発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理しておりま

す。

　また、当社は、適格退職年金制度に

おける年金資産の額が退職給付債務等

の額を超えているため、当該超過額を

投資その他の資産の「その他」に計上

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

　当社及びミサワホームイング東北㈱

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

 (5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理方法

同左

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　連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

　　　　　　 ―――――

７　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　　　　　　 ――――― 　５年間の定額法により償却を行っており

ます。

８　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。

　　　　　　 ―――――

９　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

要求払預金及び取得日から３か月以内に満

期日の到来する定期預金であります。

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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度から「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」（企業会計基準委

員会　平成15年10月31日企業会計基準適用指針第６号）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。

―――――

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の

一部改正）

　当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９

日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）

並びに改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　最終改正平成18年８

月11日　企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会　最終改正平成18年８月11日　企業会計基準適用

指針第２号）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。

  なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は6,493

百万円であります。

  連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度におけ

る連結財務諸表は、改正後の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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

―――――  (連結貸借対照表）

  前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲記

されていたものは、当連結会計年度から「負ののれん」と

表示しております。

 (連結キャッシュ・フロー計算書）

  前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれ

ん償却額」と表示しております。

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　減価償却累計額

有形固定資産 2,624百万円

※２　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。

(1）担保に供している資産

※１　減価償却累計額

有形固定資産 2,630百万円

※２　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。

(1）担保に供している資産

たな卸資産 526百万円 たな卸資産  500百万円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

分譲事業受入金 200百万円

定期借地権設定契約に基づく

受入保証金
53
 

計 253 

分譲事業受入金  200百万円

定期借地権設定契約に基づく

受入保証金
48
 

計 248 

３　保証債務

　住宅資金つなぎ融資及び住宅ローン融資利用者のた

めに金融機関等に対し保証を行っております。

(1）住宅資金つなぎ融資に対する保証

３　保証債務

　住宅資金つなぎ融資及び住宅ローン融資利用者のた

めに金融機関等に対し保証を行っております。

(1）住宅資金つなぎ融資に対する保証

つなぎ融資利用者（22名） 414百万円 つなぎ融資利用者（18名）  262百万円

(2）住宅ローン融資に対する保証 (2）住宅ローン融資に対する保証

住宅ローン利用者（189名） 3,548百万円 住宅ローン利用者（159名）  3,092百万円

※４　当社の発行済株式総数は、普通株式16,548,196株で

あります。

※４　　　　　　　　―――――

※５　当社が保有する自己株式の数は、普通株式353,416

株であります。

※６　　　　　　　　―――――

※５　　　　　　　　―――――

 

※６　シンジケーション方式コミットメントライン

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融

機関８行とシンジケーション方式コミットメントライ

ン契約を締結しております。この契約に基づく当連結

会計年度の借入未実行残高は次のとおりであります。

シンジケーション方式コミッ

トメントラインの総額
 8,900百万円

借入実行残高 6,200 

差引額 2,700 
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目 ※１　販売費及び一般管理費の主要な費目

従業員給料手当 1,478百万円

賞与引当金繰入額 131 

退職給付引当金繰入額 115 

役員退職慰労引当金繰入額 14 

広告宣伝費 597 

貸倒引当金繰入額

完成工事補償引当金繰入額

30

55

 

 

従業員給料手当  1,735百万円

賞与引当金繰入額  139 

退職給付引当金繰入額  94 

役員退職慰労引当金繰入額  13 

広告宣伝費  726 

貸倒引当金繰入額

完成工事補償引当金繰入額

23

 49

 

 

※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※２　固定資産売却益は有形固定資産の「その他」による

ものであります。

土地 5百万円

その他 0 

計 5 

※３　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３　　　　　　　　―――――

建物及び構築物 0百万円

土地 0 

その他 0 

計 1 

※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 13百万円

その他 1 

計 15 

建物及び構築物  15百万円

その他  1 

計 16 

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 16,548 1,729 ― 18,277

合計 16,548 1,729 ― 18,277

自己株式     

普通株式 353 0 350 3

合計 353 0 350 3

　（注）１　発行済株式の増加1,729千株は、第三者割当により新株式を発行したものであります。

　　　　２　自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　　　　３　自己株式の減少350千株は、第三者割当により自己株式を処分したものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　 該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

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

現金及び預金 3,388百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△50

 

現金及び現金同等物 3,338 

現金及び預金  3,059百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
 ―

 

現金及び現金同等物  3,059 

 

（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17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
住宅請負事
業
（百万円）

分譲事業
（百万円）

住宅金融、
その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

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 13,850 12,150 768 26,770 ― 26,770

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― 145 145 (145) ―

計 13,850 12,150 913 26,915 (145) 26,770

営業費用 13,681 12,134 800 26,616 (123) 26,492

営業利益 169 16 113 299 (22) 277

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 4,838 12,214 2,563 19,615 995 20,611

減価償却費 130 36 93 260 ― 260

資本的支出 201 31 51 283 ― 283

　（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

増築・リフォーム工事等

分譲事業

土地付分譲住宅の販売及び施工

土地付注文住宅の販売及び施工

分譲宅地の販売

住宅金融、その他事業

不動産の仲介

住宅資金つなぎ融資

固定資産のリース

住宅設備・家具等の販売

３　前連結会計年度における営業費用のうち「消去または全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は22百万円で

あり、その主な内容は役員報酬（一部）等であります。

４　前連結会計年度における資産のうち「消去または全社」に含めた全社資産の金額は995百万円であり、その主

な内容は長期投資資金（投資有価証券他）等であります。
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当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
戸建事業
（百万円）

リフォーム
事業

（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

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 21,309 3,232 1,385 25,927 ― 25,927

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― 165 165 (165 ) ―

計 21,309 3,232 1,550 26,092 (165) 25,927

営業費用 21,490 3,003 1,375 25,869 (93) 25,776

営業利益 △181 229 174 222 (71) 151

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 16,406 1,368 2,342 20,117 923 21,041

減価償却費 132 12 76 220 ― 220

資本的支出 72 59 54 185 ― 185

　（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

戸建事業

木質及びセラミック住宅の建築請負

土地付分譲住宅の販売及び施工

土地付注文住宅の販売及び施工

分譲宅地の販売

リフォーム事業 増築・リフォーム工事等

その他事業

特殊建築物の建築請負

不動産の仲介

住宅資金つなぎ融資

固定資産のリース

住宅設備・家具等の販売

３　当連結会計年度における営業費用のうち、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71百万円

であり、その主なものは、役員報酬（一部）等であります。

４　当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は923百万円であり、その

主なものは、長期投資資金（投資有価証券）であります。

５　事業区分の変更

 　 これまで増築・リフォーム工事等の請負は住宅請負事業の一部としておりましたが、当社グループの事業構

成並びに事業戦略上の重要性が増してきていることから当連結会計年度より「リフォーム事業」として独立

したセグメントとし、これに伴い各事業区分を全般的に見直した結果、セグメントの変更を行っております。

 　 なお、従来のセグメント区分により計算した場合の当連結会計年度の事業の種類別セグメント情報の要約は

以下のとおりであります。
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売上高 住宅請負事業　　　　　　　　　　　　　　　 15,936百万円

分譲事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,365

住宅金融、その他事業　　　　　　　　　　　　  785

消去又は全社　　　　　　　　　　　　　　　　△159

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,927

営業利益または

営業損失（△）

住宅請負事業　　　　　　　　　　　　　　　　△140百万円

分譲事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　231

住宅金融、その他事業　　　　　　　　　　　　　 73

消去又は全社　　　　　　　　　　　　　　　　△ 12

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  151

資産 住宅請負事業　　　　　　　　　　　　　　　　5,811百万円

分譲事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,931

住宅金融、その他事業　　　　　　　　　　　　1,374

消去又は全社　　　　　　　　　　　　　　　　　923

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,041

減価償却費 住宅請負事業　　　　　　　　　　　　　　　    108百万円

分譲事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31

住宅金融、その他事業　　　　　　　　　　　　   80

消去又は全社　　　　　　　　　　　　　　　　   ―

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　220

資本的支出 住宅請負事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 93百万円

分譲事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38

住宅金融、その他事業　　　　　　　　　　　　   54

消去又は全社　　　　　　　　　　　　　　　　   ―

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　185

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ける、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社、在外支店はあり

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ついては、海外売上高がないため、記載すべき事項はありません。

（関連当事者との取引）

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　兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金

（百万円）

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
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上の
関係

その他の

関係会社

の子会社

ミサワ

ホーム㈱

東京都

杉並区
24,000

住宅部材

の製造・

販売等

──
兼任

１名

ミサワ

ホーム販

売施工業

務ならび

にミサワ

部材の継

続売買等

に関する

契約の締

結

（注１）

住宅部材の

仕入等
7,469 買掛金 1,768
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　（注）１　当社はその他の関係会社の子会社ミサワホーム㈱との間に工業化住宅「ミサワホーム」の販売施工代理店契

約（契約名称：「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。この契約は１年ごとの自動更新としております。

この契約に基づいて、当社はミサワホーム㈱が製造販売する住宅部材によって建築される「ミサワホーム」

の戸建住宅及びアパートメントの請負工事並びに土地付分譲住宅の販売施工を主力事業とし、住宅部材を同

社から購入しております。

なお、上記契約において以下の事項が定められております。

・当社が営業拠点を設置できる地域は宮城県、岩手県及び山形県一円であること

・商標の信用保持のため、当社は原則として「東北ミサワホーム」の名称を用いて「ミサワホーム」の販売

施工（その付帯事業及び関連事業を含む）以外の事業を行わないこと

・当社は原則として「ミサワホーム」と類似又は競合する住宅の販売施工等を行わないこと

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

取引条件又は取引条件の決定方針

　住宅部材等の仕入価格については、他の部材買取り先と同一条件であります。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金

（百万円）

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
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）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

住宅部材

の製造・

販売等

──
兼任

１名

ミサワ

ホーム販

売施工業

務ならび

にミサワ

部材の継

続売買等

に関する

契約の締

結

（注１）

住宅部材の

仕入等
8,155 買掛金 1,914

　（注）１　当社は親会社の子会社ミサワホーム㈱との間に工業化住宅「ミサワホーム」の販売施工代理店契約（契約名

称：「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。

この契約は１年ごとの自動更新としております。

この契約に基づいて、当社はミサワホーム㈱が製造販売する住宅部材によって建築される「ミサワホーム」

の戸建住宅及びアパートメントの請負工事並びに土地付分譲住宅の販売施工を主力事業とし、住宅部材を同

社から購入しております。

なお、上記契約において以下の事項が定められております。

・当社が営業拠点を設置できる地域は宮城県、岩手県及び山形県一円であること

・商標の信用保持のため、当社は原則として「東北ミサワホーム」の名称を用いて「ミサワホーム」の販売

施工（その付帯事業及び関連事業を含む）以外の事業を行わないこと

・当社は原則として「ミサワホーム」と類似又は競合する住宅の販売施工等を行わないこと

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

取引条件又は取引条件の決定方針

　住宅部材等の仕入価格については、他の部材買取り先と同一条件であります。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 355円59銭

１株当たり当期純利益 ９円85銭

１株当たり純資産額 324円81銭

１株当たり当期純損失 37円70銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

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については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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

 
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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）

（百万円）
159 △676

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

（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又は当期純損失

（△）（百万円）
159 △676

普通株式の期中平均株式数（株） 16,194,788 17,943,402

（重要な後発事象）

 

  平成19年５月11日開催の当社取締役会において、ミサワホーム北日本㈱との合併に関する基本方針を決議いたしま

した。決議の概要は次のとおりであります。

 

     １．合併目的

 

ミサワホームグループの中期経営計画に基づき、東北地区におけるエリア戦略の強化及び高効率

化の推進を図るため

 　　２．存続会社 東北ミサワホーム㈱

 　　３．合併期日 平成19年10月１日（月）(予定）

 

  （開示の省略）

 

　リース取引、有価証券、税効果会計、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等に関する注記事項に

ついては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。
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５．部門別売上高及び受注状況
 （単位：百万円）

 期　　　別
 
 
 
 
科　　目

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）  増減

金額 構成比 金額 構成比

 
　売
　
　上

 
　高　 

 

 
住宅請負事業

 
13,850

 ％
51.7

 
―

 ％
―

 
△13,850

分譲事業 12,150 45.4 ― ― △12,150

住宅金融、その他事業 768 2.9 ― ― △768

戸建事業 ― ― 21,309 82.2 21,309

リフォーム事業 ― ― 3,232 12.5 3,232

その他事業 ― ― 1,385 5.3 1,385

計 26,770 100.0 25,927 100.0 △842

 
　受
　
　注

 
　高　 

住宅請負事業 14,920 57.0 ― ― △14,920

分譲事業 11,241 43.0 ― ― △11,241

戸建事業 ― ― 20,513 82.0 20,513

リフォーム事業 ― ― 3,430 13.7 3,430

その他事業 ― ― 1,070 4.3 1,070

計 26,162 100.0 25,014 100.0 △1,147

 
　受
　
　注

 
　残　

 
高 

住宅請負事業 6,683 85.0 ― ― △6,683

分譲事業 1,181 15.0 ― ― △1,181

戸建事業 ― ― 6,609 81.0 6,609

リフォーム事業 ― ― 489 6.0 489

その他事業 ― ― 1,060 13.0 1,060

計 7,864 100.0 8,159 100.0 294

　（注）　当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の詳細につきましては23～25ページに

記載の「セグメント情報」をご参照ください。
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６．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   2,165   2,053   

２　完成工事未収入金   271   290   

３　分譲事業未収入金   516   326   

４　売掛金   1   0   

５　分譲土地建物   2,987   4,557   

６　販売用土地 ※３  3,119   3,813   

７　未成工事支出金   311   500   

８　未成分譲支出金   1,486   924   

９　未収入金   58   25   

10　前払費用   56   57   

11　立替金   225   195   

12　差入工事保証金   211   144   

13　繰延税金資産   87   84   

14  関係会社短期貸付金   ―   1,990   

15　その他   47   82   

16　貸倒引当金   △61   △75   

流動資産合計   11,485 71.5  14,970 76.1 3,485
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１　建物  2,055   2,077    

減価償却累計額  1,081 973  1,139 938   

２　展示用建物  192   158    

減価償却累計額  124 67  121 36   

３　構築物  109   114    

減価償却累計額  76 33  77 36   

４　機械装置  7   7    

減価償却累計額  6 1  6 1   

５　工具器具備品  211   203    

減価償却累計額  184 26  173 29   

６　土地   1,616   1,616   

７　建設仮勘定   0   ―   

有形固定資産合計   2,720 17.0  2,659 13.5 △61

(2）無形固定資産   21 0.1  21 0.1 ―

(3）投資その他の資産         

１　投資有価証券   952   857   

２　関係会社株式   431   717   

３　出資金   0   0   

４　長期貸付金   138   121   

５　長期前払費用   127   175   

６　会員権   2   4   

７　その他   308   241   

８　貸倒引当金   △129   △99   

投資その他の資産合計   1,833 11.4  2,018 10.3 184

固定資産合計   4,575 28.5  4,698 23.9 122

資産合計   16,061 100.0  19,669 100.0 3,607
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   1,844   2,012   

２　工事未払金   506   743   

３　分譲事業未払金   559   403   

４　短期借入金  ※７  5,046   6,320   

５　１年以内返済予定の長
期借入金

  295   457   

６　未払金   150   157   

７　未払法人税等   16   1   

８　未払消費税等   89   ―   

９　未払費用   79   85   

10　未成工事受入金   521   574   

11　分譲事業受入金 ※３  325   459   

12　預り金   420   302   

13　前受収益   1   1   

14　賞与引当金   152   149   

15　完成工事補償引当金   49   55   

流動負債合計   10,059 62.6  11,725 59.6 1,666

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   145   1,262   

２　繰延税金負債   27   ―   

３　役員退職慰労引当金   195   191   

４　受入保証金 ※３  232   216   

５　長期未払金   8   12   

固定負債合計   609 3.8  1,683 8.6 1,074

負債合計   10,668 66.4  13,408 68.2 2,740
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  3,761 23.4  ― ― △3,761

Ⅱ　資本剰余金      ―   

  １　資本準備金   1,000   ―   

  ２　その他資本剰余金         

 　   資本準備金減少差益   632   ―   

 　　 資本剰余金合計   1,632 10.2  ― ― △1,632

Ⅲ　利益剰余金         

 　　 当期未処分利益   96   ―   

 　　 利益剰余金合計   96 0.6  ― ― △96

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

※５  40 0.3  ― ― △40

Ⅴ　自己株式 ※２  △139 △0.9  ― ― 139

資本合計   5,392 33.6  ― ― △5,392

負債・資本合計   16,061 100.0  ― ― △16,061

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   ― ―  4,178 21.2 4,178

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  ―   1,414    

(2）その他資本剰余金  ―   662    

資本剰余金合計   ― ―  2,077 10.6 2,077

３　利益剰余金         

  その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  ―   97    

利益剰余金合計   ― ―  97 0.5 97

４　自己株式   ― ―  △1 △0.0 △1

株主資本合計   ― ―  6,352 32.3 6,352

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  ― ―  △92 △0.5 △92

評価・換算差額等合計   ― ―  △92 △0.5 △92

純資産合計   ― ―  6,260 31.8 6,260

負債純資産合計   ― ―  19,669 100.0 19,669
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   23,344 100.0  21,681 100.0 △1,662

Ⅱ　売上原価   19,628 84.1  17,797 82.1 △1,830

売上総利益   3,716 15.9  3,884 17.9 168

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  3,616 15.5  3,941 18.2 325

営業利益   99 0.4  ― ― △99

営業損失   ― ―  57 △0.3 57

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息 ※１ 16   49    

２　受取配当金 ※１ 21   166    

３　仕入割引  1   ―    

４　受取手数料 ※１ 47   64    

５　受取保証料  8   5    

６　その他 ※１ 43 137 0.6 72 358 1.7 221

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  180   165    

２　シンジケートローン手
数料

 ―   25    

３　賃貸資産費用  3   2    

４　その他  5 188 0.8 13 207 1.0 18

経常利益   48 0.2  94 0.4 45

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※４ 9   ―    

２　投資有価証券売却益  51   ―    

３　関係会社株式売却益  269   ―    

４　償却債権取立益  25 355 1.5 ― ― ― △355
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産売却損 ※５ 1   ―    

２　固定資産除却損 ※６ 14   3    

３　たな卸資産評価損  17   12    

４　投資有価証券評価損  ―   53    

５　その他  1 34 0.1 3 72 0.3 38

税引前当期純利益   369 1.6  21 0.1 △348

法人税、住民税及び事
業税

 16   17   0

法人税等調整額  255 272 1.2 2 20 0.1 △251

当期純利益   96 0.4  0 0.0 △96

当期未処分利益   96   ― ― ―
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（当期未処分利益の処分）    

Ⅰ　当期未処分利益   96

Ⅱ　利益処分額   －

Ⅲ　次期繰越利益   96

（その他資本剰余金の処分）    

Ⅰ　その他資本剰余金   632

Ⅱ　その他資本剰余金処分額   －

Ⅲ　その他資本剰余金次期繰越
額

  632

    

株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

3,761 1,000 632 1,632 96 96 △139 5,351 40 40 5,392

事業年度中の変動額            

新株の発行 416 414  414    831   831

当期純利益     0 0  0   0

自己株式の取得       △0 △0   △0

自己株式の処分   30 30   137 168   168

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

        △133 △133 △133

事業年度中の変動額合計
（百万円）

416 414 30 445 0 0 137 1,000 △133 △133 867

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,178 1,414 662 2,077 97 97 △1 6,352 △92 △92 6,260
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

…移動平均法による原価法

(1）子会社株式

同左

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

期末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

り算定しております）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

期末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、売却原価は移動平均法に

より算定しております）

 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

分譲土地建物、販売用土地、未成工事支出

金及び未成分譲支出金

…個別法による原価法

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

…定率法

　なお、主な資産の耐用年数は次のとお

りであります。

建物　　　　　　　　　７～50年

展示用建物　　　　　　７年

有形固定資産

同左

　

 

 

４　繰延資産の処理方法 ――――― 株式交付費

…支出時に全額費用として処理しており

ます。

５　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、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、過年度の実績を基礎に将来の補

償見込みを加味して算出した額を計上し

ております。

(3）完成工事補償引当金

同左

東北ミサワホーム㈱（1907）平成 19 年３月期決算短信

－ 36 －



項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。なお、

会計基準変更時差異（△50百万円）は、

15年による均等額を費用処理しておりま

す。数理計算上の差異は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法により、

それぞれ発生の翌期から費用処理してお

ります。

　また、適格退職年金制度における年金

資産の額が退職給付債務等の額を超えて

いるため、当該超過額を投資その他の資

産の「長期前払費用」に計上しておりま

す。

(4）退職給付引当金

同左

　

 (5）役員退職慰労引当金

　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

６　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

７　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

同左

　会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から「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」（企業会計基準委員会　平

成15年10月31日企業会計基準適用指針第６号）を適用して

おります。

　これによる損益に与える影響はありません。

―――――
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の

一部改正）

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会

　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）並び

に改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　最終改正　平成18年８月

11日　企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会　最終改正平成18年８月11日　企業会計基準適用指

針第２号）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。

  なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は6,260

百万円であります。

  財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務

諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

 

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１　授権株式数及び発行済株式総数は次のとおりであり

ます。

※１　　　　　　　　　―――――

授権株式数 普通株式 65,500,000株

発行済株式総数 普通株式 16,548,196株

　ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われた

場合には、これに相当する株式数を減ずることになっ

ております。

 

※２　自己株式の保有数

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式353,416

株であります。

※２　　　　　　　　　―――――

※３　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。

(1）担保に供している資産

※３　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。

(1）担保に供している資産

販売用土地 520百万円 販売用土地 503百万円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

分譲事業受入金 200百万円

定期借地権設定契約に

基づく受入保証金
53 

計 253 

分譲事業受入金  200百万円

定期借地権設定契約に

基づく受入保証金
 48 

計 248 
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

４　保証債務

　住宅資金つなぎ融資及び住宅ローン融資利用者のた

めに金融機関等に対し保証を行っております。

(1）住宅資金つなぎ融資に対する保証

４　保証債務

　住宅資金つなぎ融資及び住宅ローン融資利用者のた

めに金融機関等に対し保証を行っております。

(1）住宅資金つなぎ融資に対する保証

つなぎ融資利用者（63名） 698百万円 つなぎ融資利用者（36名）  538百万円

(2）住宅ローン融資に対する保証 (2）住宅ローン融資に対する保証

住宅ローン利用者（189名） 3,548百万円 住宅ローン利用者（159名）  3,092百万円

※５　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40百万円であ

ります。

※５　　　　　　　　　―――――

６　平成17年６月29日開催の定時株主総会において下記

の欠損てん補を行っております。

  ６　　　　　　　　　―――――

資本準備金 2,470百万円

利益準備金 311 

※７　　　　　　　　――――― ※７　シンジケーション方式コミットメントライン

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融

機関８行とシンジケーション方式コミットメントライ

ン契約を締結しております。この契約に基づく当連結

会計年度の借入未実行残高は次のとおりであります。

シンジケーション方式コミッ

トメントラインの総額
 8,900百万円

借入実行残高 6,200 

差引額 2,700 

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　　　　　　　　　――――― ※１　関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。

受取配当金  156百万円

その他の営業外収益  42 

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目 ※２　販売費及び一般管理費の主要な費目

従業員給料手当 1,163百万円

賞与引当金繰入額 118 

退職給付引当金繰入額 87 

広告宣伝費 605 

貸倒引当金繰入額 23 

減価償却費

完成工事補償引当金繰入額

103

49

 

 

法定福利費 198 

従業員給料手当  1,381百万円

販売報奨金  202 

賞与引当金繰入額  118 

退職給付引当金繰入額  66 

広告宣伝費 665 

貸倒引当金繰入額  25 

減価償却費

完成工事補償引当金繰入額

89

 45

 

 

法定福利費 241 
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　３　減価償却実施額 　３　減価償却実施額

有形固定資産 109百万円

無形固定資産 0 

計 109 

有形固定資産  94百万円

※４　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※４　　　　　　　　　―――――

建物 4百万円

土地 5 

計 9 

※５　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５　　　　　　　　　―――――

建物 0百万円

土地 0 

その他 0 

計 1 

※６　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※６　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

展示用建物 12百万円

構築物 0 

工具器具備品 1 

その他 0 

計 14 

展示用建物 1百万円

構築物  0 

工具器具備品 1 

計 3 

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 353 0 350 3

合計 353 0 350 3

　(注） １　自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　　　　２　自己株式の減少350千株は、第三者割当により自己株式を処分したものであります。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 332円99銭

１株当たり当期純利益 ５円99銭

１株当たり純資産額 342円59銭

１株当たり当期純利益 ０円５銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

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の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当期純利益（百万円） 96 0

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 96 0

普通株式の期中平均株式数（株） 16,194,788 17,943,402

（重要な後発事象）

 

  平成19年５月11日開催の当社取締役会において、ミサワホーム北日本㈱との合併に関する基本方針を決議いたしま

した。決議の概要は次のとおりであります。

 

     １．合併目的

 

ミサワホームグループの中期経営計画に基づき、東北地区におけるエリア戦略の強化及び高効率

化の推進を図るため

 　　２．存続会社 東北ミサワホーム㈱

 　　３．合併期日 平成19年10月１日（月）(予定）
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７．その他
(1）役員の異動

①取締役の異動

新任取締役候補

　 しもむら ひでき 　

取締役（非常勤） 下村 秀樹 （現　ミサワホームホールディングス㈱執行役員）

    

退任予定取締役

　 ち ば こうし 　

代表取締役 千葉 紘司  

退任後、相談役に就任予定であります。

　 にしひら ひとし 　

取締役（非常勤） 西平 均 　

    

②監査役の異動

新任監査役候補

　 にしど くにひろ 　

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

退任予定監査役

　 しもむら ひでき 　

監査役 下村 秀樹 　

    

③執行役員の異動

新任執行役員候補

　 いとう よしお 　

執行役員 伊藤 良夫 　（現　ミサワホームイング東北㈱代表取締役専務執行役員）
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