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１．平成19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）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 4,105 △34.0 △98 － △131 － △258 －

18年３月期 6,220 10.2 194 － 133 － 205 －

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 △64.54 － △14.9 △2.5 △2.4

18年３月期 51.35 － 11.5 2.1 3.1

（参考）持分法投資損益 19年３月期 △0百万円 18年３月期 1百万円

(2）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 4,743 1,572 33.2 392.77

18年３月期 5,697 1,906 33.5 476.17

（参考）自己資本 19年３月期 1,572百万円 18年３月期 1,906百万円

(3）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 △61 226 △288 226

18年３月期 2,037 △167 △2,180 350

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（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 － 5.00 5.00 20 9.7 1.1

19年３月期 － － 0.00 － － －

20年３月期（予想） － － － － － －

３．平成20年３月期の業績予想（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 2,400 6.8 45 － 30 － 25 － 6.24

通期 － － － － － － － － －
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

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、19ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。

(2）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 4,179,100株 18年３月期 4,179,100株

②　期末自己株式数 19年３月期 175,000株 18年３月期 175,000株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　配当の状況及び通期の業績予想について

当社は、平成19年10月１日を予定日とするミサワホーム中国株式会社との合併に関する基本方針を決議いたしまし

た。合併の目的は、両社の持つ強みを相互に活用することにより、中国地区におけるエリア戦略をさらに強化・推

進し、強固な経営基盤を確立するためであります。両社の合併により、財務基盤や営業基盤の強化を図り、両社の

保有する経営資源を相互補完的に活用することによる、シナジー効果の最大化を推進するとともに、事業規模及び

事業領域を拡大することで、更なる成長経営を目指し企業価値を高めてまいります。なお、ミサワホーム中国株式

会社が存続会社となる予定のため、平成20年３月期については中間期の業績予想のみ記載しており、配当の状況及

び通期の業績予想については記載しておりません。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな

る可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては添

付資料の３ページをご参照下さい。
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１．経営成績
(1) 経営成績に関する分析

①　当事業年度の概況

　当事業年度におけるわが国経済は、輸出がやや軟化傾向にあるものの、堅調な設備投資動向や個人消費の持ち直

し等に支えられ、全般としては緩やかな上昇基調で推移いたしました。

　住宅市場全般におきましては、大都市圏での地価反転の流れが、地方中核都市にも波及しつつあり、投資環境が

活性化する傾向にある一方で、景気拡大の効果が集中的に現れた大都市圏と、下げ幅は縮小したものの、未だ地価

の下落傾向が続く地方との二極化が鮮明化した状況にあります。当山陰地方においては、不動産価格の下落に歯止

めが掛かっておらず、需給バランスの改善も見出せない様子が窺え、都市と地方の景気回復力の格差縮小の兆しを

実感できないまま推移しております。

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

住宅請負事業では、コストパフォーマンスに優れた主力商品「ＧＥＮＩＵＳ　ＳＭＡＲＴ　ＳＴＹＬＥ」の販売に

注力する一方、ミサワホームが提唱している“ＥＣＯ・微気候デザイン”の思想を取り入れ、山陰に暮らす人々の

ニーズに合わせた、特別仕様の商品「山陰“微気候”の家」を11月より山陰エリア限定で発売し、地域特性を最優

先に考えた新しい住まい方の提案型営業を展開してまいりました。また、分譲事業におきましては、建売分譲展示

場として、上記新商品「山陰“微気候”の家」を各拠点に建築、現場見学会を定期的に開催し、新規顧客獲得に注

力してまいりました。

　以上のように総力を挙げて業績の伸長に注力いたしましたが、住宅請負事業においては競合の激化、分譲事業に

おいては、新興パワービルダーの台頭による低価格競争、市街地中心部へのマンションの立地が相次いだことによ

り、郊外型の当社分譲地との競争が例年以上に激化したこと等を受け、受注、売上、損益何れも極めて厳しい結果

となりました。当事業年度の業績は、受注高4,284百万円（前年同期比27.3％減）、売上高4,105百万円（前年同期

比34.0％減）、営業損失98百万円（前年同期は営業利益194百万円）、経常損失131百万円（前年同期は経常利益133

百万円）、当期純損失258百万円（前年同期は当期純利益205百万円）という結果であります。

②　次期の見通し

　今後のわが国経済の見通しにつきましては、原油価格、資材価格の動向が与える影響には留意が必要ではありま

すが、好調な企業収益が個人消費へ波及し、緩やかな拡大基調で推移していくと思われます。

　住宅業界におきましては、雇用情勢が改善していることに加え、家計の所得環境などの回復が続いていけば、住

宅着工は底堅く推移していくことが期待されます。しかしながら、山陰地方においては、未だ底打ち感が確認でき

ない不動産価格に見られるように、大都市圏における景気回復の恩恵を受けるまでは至らず、上昇が加速する可能

性のある金利動向と相まって、住宅需要を喚起する材料に乏しい状況にあると思われます。

　このような状況下におきまして、当社は、住宅請負事業中心の事業体制へのシフトを継続して進める一方、ホー

ムイング等ストック事業の強化にもより一層注力してまいります。そのため、“Customers　First（カスタマーズ・

ファースト）”「お客様満足度の徹底追求」を全社員を挙げて推進するとともに、コンプライアンス体制を強化し、

公正かつ適正な企業活動を行い、社会的実在としてのその責任を果たすことを目指してまいります。

　次期の見通しといたしましては、当事業年度より好調な販売が続いている新商品「山陰“微気候”の家」を中心

に地域の新しいニーズにマッチした提案を図っていくこと、また住宅市場でのパワーマーケットである団塊世代に

向けた建替のご提案や、団塊世代ジュニア向けに高級感、質感、満足感を高めた高品質住宅を主体とするラインアッ

プを設けるとともに、一次取得者層に対しては、値ごろ感のある分譲地と注文住宅のセット販売を継続し、受注の

回復に努めてまいります。

　以上のことから、当山陰地方の経済状況を鑑みると、当事業年度からの鋭角的な受注の回復は見込みづらいもの

の、販売開始から全受注数のおよそ半分を占める「山陰“微気候”の家」は比較的安定受注を確保しており、団塊

世代ジュニア向けラインアップとの相乗効果も見込まれること、また前事業年度末に比べ受注残高は増加している

ことから（前年同期比24.7％増）、中間期の業績見通しは売上高2,400百万円（前年同期比6.8％増）、営業利益45

百万円（前年同期は営業損失7百万円）、経常利益30百万円（前年同期は経常損失25百万円）、中間純利益25百万円

（前年同期は中間純損失70百万円）を予想しております（平成19年５月11日開催の当社取締役会において、平成19

年10月１日を予定日とするミサワホーム中国株式会社との合併に関する基本方針を決議いたしました。よって、平

成19年９月期中間期の業績予想のみ記載いたします）。
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(2) 財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　当事業年度の総資産は、前事業年度に比べ953百万円減少し4,743百万円となりました。主な要因は、社債（私募

債）償還等による現金及び預金の減少及びたな卸資産の販売による減少等であります。負債につきましては、前事

業年度に比べ619百万円減少し3,171百万円となりました。主な要因は、社債（私募債）の償還による減少及び仕入

債務の減少等であります。純資産につきましては、主に当期純損失の計上等により、前事業年度に比べ333百万円減

少し1,572百万円となりました。 

②　キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産の減少等による資金の増加は

ありましたが、一方で税引前当期純損失174百万円（前年同期は税引前当期純利益146百万円）の計上及び社債（私

募債）の償還による支出等が大きく増加したことにより、前事業年度末に比べ123百万円減少（前年同期は310百万

円減少）し、当事業年度末には226百万円となりました。

　当業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は61百万円（前年同期は2,037百万円の収入）となりました。これは主に、たな卸資

産の減少額418百万円、税引前当期純損失174百万円の計上及び仕入債務の減少額287百万円を反映したものでありま

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は226百万円（前年同期は167百万円の使用）となりました。これは主に、定期預金

において払戻による収入が預入による支出を231百万円上回ったこと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288百万円（前年同期比86.8％減）となりました。これは主に、社債の償還による

支出400百万円を反映したものであります。

  　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 33.8 22.9 33.5 33.2

時価ベースの自己資本比率（％） 27.3 15.4 32.8 22.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 18.9 ― 1.2 ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 3.3 ― 23.4 ―

　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

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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

（注）１. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。　　　　

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

３. 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

４. 利払いは、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額及び社債利息の支払額を使用しております。

 ５. 平成17年３月期及び平成19年３月期におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバ

レッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

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

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

ことを基本方針としております。

　当期の利益配当金につきましては、当期の損益状況により、株主の皆様には大変申し訳なく存じますが無配とさせ

ていただきたく何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

　内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズにあった投資及び出資に

充てることにより業績の向上に努め、株主の皆様のご期待に沿うよう努めてまいります。

　今後も継続して財務体質の強化に努め、強靭な体質の企業となるべく全力で邁進してまいります。
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(4）事業等のリスク

  本決算短信に記載した経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資者の判断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、文中の将来に関する事項は、本決算短信発表日現在において当社が判断したものであります。

①　当社の事業内容及び会社が採っている経営方針に係るもの

　当社が販売する「ミサワホーム」に係る住宅部材は、一部の現地調達品を除いてそのほとんどをミサワホーム株

式会社から仕入れております。「ミサワホーム」開発、施工等に係る特許関係はすべてミサワホーム株式会社に帰

属しており、当社からの特許申請は技術流出を避けるため一切行っておりません。また、店舗、マンション等の特

殊建築物を当社が企画し、あるいは法人、一般顧客等から受注することもありますが、この場合はミサワホーム株

式会社以外の建築会社への発注等を中心に施工、販売しております。なお、当社の仕入先はすべて国内であり、輸

出入には一切関与していないため、為替変動の影響は直接的には受けません。

②　経営成績及び財政状態の変動要因

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

とおりであります。

（住宅請負事業）

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

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

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

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

（分譲事業）

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

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

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

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

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

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

るリスクが存在するため、昨今では建売分譲依存型からの脱却を図っており、資金負担と長期保有による利益低下

のリスクを減らすべく努めておりますが、事業環境の変化により時価が下落した場合などには評価損が発生し、当

社の業績に影響を与える可能性があります。

（両事業に共通する変動要因）

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

場合には、当社の業績が著しく変動する可能性があります。また、不動産取引価格や金利、税制及び地域経済の動

向によっても当社の業績に影響を与える可能性があります。

③　キャッシュ・フローの状況の変動要因

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

より調達しているため、有利子負債への依存度が比較的高い水準にあります。資金効率の面からも住宅請負事業中

心の施策へと転換を図りつつある昨今において、借入金残高及び利息負担が今後増加する要因は薄れつつあります

が、大型プロジェクトの企画や開発案件など将来にわたり多大な収益が見込めると判断される事業に参画した場合

などは、一時的に大きな資金負担等が発生する可能性があり、またその際の金利水準の動向によっては当社の業績

にも影響を及ぼす可能性があります。

④　特定の取引先等で取引の継続性が不安定であるものへの高い依存度について

　当社の主要売上先のほとんどは一般顧客であり、国内景気、雇用・所得情勢、不動産販売価格動向、金利動向、

住宅税制等の影響を受けやすいため、景気見通しの悪化、大幅な金利の上昇、需給バランスの悪化、不動産販売価

格の下落等によりその購買意欲を減退させる可能性があります。

⑤　特定の製品、技術等で将来性が不明確であるものへの高い依存度について

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

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

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

メージを含め、販売成績及び仕入状況にも影響を受ける可能性があります。
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⑥　法的規制等について

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

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

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

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

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

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

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

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

⑦　個人情報保護に関する重要事項について

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

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

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

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

を及ぼす可能性があります。

２．企業集団の状況
 　最近の有価証券報告書（平成18年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略します。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

そそぎ、地域の皆様に優れた品質の住宅や分譲宅地を提供してまいりました。近年の山陰地方は建設、住宅、不動産

業界にとって非常に厳しい市場環境が続いておりますが、このような状況下におきましても今後当社がミサワホーム

グループの一員として目指すべき企業経営の基本方針として①お客様満足度及びクオリティ両面においてハイレベル

な住空間のご提供②ストックビジネスを中心とした安定した事業基盤の確立③筋肉質な財務基盤の構築に努めること

で、地域社会、お客様、株主の皆様、お取引先様そして従業員にとって存在意義の高い企業を目指しております。

(2）目標とする経営指標

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

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

(3）中長期的な会社の経営戦略

  現在、当社の部門別損益としては①住宅請負事業②分譲事業③その他事業といった３事業形態を採っております。

その中でも①住宅請負事業②分譲事業が当社のコア２大事業として現在の事業区分を構築しております（ホームイン

グ（リフォーム）事業は金額的規模から①住宅請負事業に含めておりますが、事業構成比は徐々に高まりつつありま

す）。中長期的な市場展望においてここ数年内にはホームイング（リフォーム）事業の収益力が向上すると想定して

おり、同事業比率を住宅請負事業に次ぐ２番目の柱となるよう積極的な展開を図ってまいります。

  なお、平成19年５月11日開催の当社取締役会において、平成19年10月１日を予定日とするミサワホーム中国株式会

社との合併に関する基本方針を決議いたしました。

　両社はこれまで、山陰及び山陽地区を、各々の事業エリアとして営業展開してまいりましたが、両社の持つ強みを

相互に活用することにより、中国地区におけるエリア戦略をさらに強化・推進し、強固な経営基盤を確立するため、

合併することに基本合意いたしました。

　両社の合併により、財務基盤や営業基盤の強化を図り、両社の保有する経営資源を相互補完的に活用することによ

る、シナジー効果の最大化を推進するとともに、事業規模及び事業領域を拡大することで、中国地区における更なる

成長経営を目指し企業価値を高めてまいります。

(4）会社の対処すべき課題

（コア事業への注力と展開）

　当社の当面の対処すべき課題といたしましては、年度により多少偏りのある事業構成を見直し、安定的な事業基盤

及び収益力の構築を図るべきであると認識しております。具体的には先行投資や金利負担等一定の資金的なリスクを

伴う建売住宅中心の分譲事業依存体質からの脱却が挙げられます。これに対処するため、注文住宅請負事業への注力

と併せてホームイング（リフォーム）事業の育成にも注力しております。この取り組みに当たってはミサワホームグ

ループ全体としても大々的に取り組んでおり、注文住宅における相乗効果も期待できます。限られたエリアでの競争

がますます激化することを前提として、建替、改築、増築、住替等あらゆるニーズへの対応をきめ細やかに行うこと

により両事業ともご契約者、ご入居者を中心とした顧客満足度（ＣＳ）の向上を図り、再受注を中心としたストック

ビジネスに繋がる展開を確立すべく全社を挙げて取り組んでまいります。

　また、コストパフォーマンスに優れた企画型住宅中心の販売スタイルから、多様なニーズに対応できる提案型オー

ダーメイド住宅として「ミサワホーム」を位置付けたうえで、商品自体の販売促進方法も見直しいたします。具体的

な施策としては①ミサワホーム岡山工場内に新しくオープンした住まいのテーマパーク「ミサワファクトリー岡山」

への見学・体験ツアーを定期的に開催し、先進技術やデザインのほか地震体感や製造ライン見学など、品質の確かさ

を実感する機会の提供②比較的資金力の豊富なＵターン、Ｉターン世代である「団塊の世代」をターゲットにしたフ

ルオーダー型提案営業や宣伝等の強化③地域の特性にマッチしたサンインバージョンのセミオーダー型住宅の販売を

通じて市場の活性化に挑んでまいります。

（頑強な財務体質の構築）

　一方、財務面におきましては、従前より有利子負債の削減や株主資本の充実を財務面における最重要課題として取

り組んでまいりました。その成果としてここ数年で有利子負債が大幅に減少しました。当事業年度末における有利子

負債残高は2,155百万円となり、前事業年度末に比べ269百万円の減少となっております。当社は借入依存度が比較的

高いことから今後の金利上昇局面における利息負担増に対処すべく、たな卸資産の回転効率をより一層高めることで

有利子負債の削減に取り組んでまいります。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

 当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しており、同報告書は、株式会社ジャスダック証券取引所ホームページにおいて開示さ

れております。
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４．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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,089,896 734,554 △355,342

２．完成工事未収入金 6,357 1,844 △4,513

３．売掛金 3,152 1,693 △1,458

４．未成工事支出金 155,656 124,677 △30,979

５．分譲土地建物 ※１ 2,899,122 2,463,406 △435,716

６．未成分譲支出金  141,530 189,718 48,188

７．貯蔵品 1,483 828 △655

８．前渡金 9,000 37,063 28,063

９．前払費用 12,774 6,200 △6,573

10．繰延税金資産 99,887 16,861 △83,025

11．未収入金  45,061 63,758 18,696

12．立替金 24,684 15,672 △9,012

貸倒引当金 △19,734 △7,499 12,235

流動資産合計 4,468,873 78.5 3,648,779 76.9 △820,093

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産

１．建物 ※１ 243,363 243,363

減価償却累計額 108,348 135,015 115,466 127,897 △7,117

２．構築物 ※１ 18,142 20,092

減価償却累計額 13,091 5,050 14,186 5,906 855

３．車両運搬具 31,931 34,555

減価償却累計額 21,374 10,557 23,639 10,915 358

４．工具器具及び備品 20,464 16,253

減価償却累計額 17,388 3,075 14,183 2,070 △1,005

５．土地 ※1,7 404,924 404,924 －

有形固定資産合計 558,623 9.8 551,713 11.6 △6,909

(2)無形固定資産

１．借地権 9,050 9,050 －

２．電話加入権 3,899 3,899 －

無形固定資産合計 12,949 0.2 12,949 0.3 －
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(3)投資その他の資産

１．投資有価証券 ※１ 540,759 415,767 △124,991

２．関係会社株式 14,550 13,550 △1,000

３．出資金 8,000 8,000 －

４．長期前払費用 1,056 1,457 401

５．会員権 3,000 3,000 －

６．保険積立金 18,690 2,781 △15,909

７．差入保証金  67,812 67,741 △71

８．その他 8,928 32,804 23,875

貸倒引当金 △6,150 △14,804 △8,654

投資その他の資産合
計

656,647 11.5 530,297 11.2 △126,349

固定資産合計 1,228,220 21.5 1,094,961 23.1 △133,259

資産合計 5,697,093 100.0 4,743,741 100.0 △953,352
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金  415,896 226,488 △189,408

２．工事未払金 ※４ 194,923 115,078 △79,844

３．分譲工事未払金  55,369 37,468 △17,901

４．短期借入金 ※１ 2,024,000 2,155,000 131,000

 ５. 一年以内償還予定の
社債

 400,000 － △400,000

６．未払金 35,149 333 △34,815

７．未払費用  41,405 57,068 15,662

８．未払法人税等 3,270 3,420 150

９．未成工事受入金 170,720 164,952 △5,768

10．前受金 5,734 66,912 61,178

11．預り金 96,086 32,489 △63,597

12．賞与引当金 20,057 24,762 4,704

13．完成工事補償引当金 12,502 7,051 △5,451

流動負債合計 3,475,115 61.0 2,891,024 60.9 △584,090

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 77,425 49,606 △27,819

２．再評価に係る繰延税
金負債

 ※７ 36,794 36,794 －

３．退職給付引当金 15,602 12,726 △2,875

４．役員退職慰労引当金 159,097 154,497 △4,600

５．受入保証金 26,441 26,385 △56

固定負債合計 315,361 5.5 280,011 5.9 △35,350

負債合計 3,790,477 66.5 3,171,035 66.8 △619,441
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 444,770 7.8 － － △444,770

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 385,606 －

資本剰余金合計 385,606 6.8 － － △385,606

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 111,192 －

２．任意積立金

別途積立金 800,000 －

３．当期未処分利益 268,539 －

利益剰余金合計 1,179,731 20.7 － － △1,179,731

Ⅳ　土地再評価差額金 ※７ △136,018 △2.4 － － 136,018

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

128,532 2.3 － － △128,532

Ⅵ　自己株式 ※３ △96,005 △1.7 － － 96,005

資本合計 1,906,616 33.5 － － △1,906,616

負債・資本合計 5,697,093 100.0 － － △5,697,093

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  444,770 9.4 444,770

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   385,606    

資本剰余金合計   － －  385,606 8.1 385,606

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   111,192    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   800,000    

繰越利益剰余金  －   △9,900    

利益剰余金合計   － －  901,292 19.0 901,292

４．自己株式   － －  △96,005 △2.0 △96,005

株主資本合計   － －  1,635,663 34.5 1,635,663

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  73,060 1.6 73,060

２．土地再評価差額金 ※７  － －  △136,018 △2.9 △136,018

評価・換算差額等合計   － －  △62,958 △1.3 △62,958

純資産合計   － －  1,572,705 33.2 1,572,705

負債純資産合計   － －  4,743,741 100.0 4,743,741
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　完成工事高 3,021,189 2,167,848

Ⅱ　完成工事原価 2,404,561 1,723,819

完成工事総利益 616,627 444,029

Ⅲ　分譲売上高 3,128,197 1,886,316

Ⅳ　分譲売上原価 2,831,120 1,682,954

分譲売上総利益 297,076 203,362

Ⅴ　その他売上高 71,167 51,189

Ⅵ　その他売上原価 23,222 18,460

その他売上総利益 47,944 32,728

売上高合計 6,220,553 100.0 4,105,355 100.0 △2,115,198

売上原価合計  5,258,905 84.6 3,425,234 83.4 △1,833,670

売上総利益 961,648 15.4 680,120 16.6 △281,527

Ⅶ　販売費及び一般管理費

１．広告宣伝費 50,420 61,019

２．販売手数料 34,765 16,164

３．貸倒引当金繰入額 － 4,291

４．役員報酬 78,224 74,354

５．給与手当 285,874 291,314

６．賞与引当金繰入額 13,590 20,200

 ７. 完成工事補償引当金
繰入額

8,969 6,090

８．法定福利費 36,470 43,079

９．退職給付費用 8,506 7,432

10．役員退職慰労引当金
繰入額

6,525 6,400

11．賃借料 24,042 25,118

12．減価償却費 13,671 10,357

13．租税公課 35,146 33,727

14．支払手数料 58,997 61,362

15．その他 112,150 767,354 12.3 117,774 778,687 19.0 11,332

営業利益又は営業損
失（△）

194,293 3.1 △98,566 △2.4 △292,860

Ⅷ　営業外収益

１．受取利息 245 317

２．受取配当金 3,882 4,040

３．仕入割引  5,503 －

４．受取解約金 7,377 1,153

５．保険解約金 － 1,908

６．その他 4,235 21,243 0.3 4,131 11,550 0.3 △9,692
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅸ　営業外費用

１．支払利息 73,376 42,338

２．社債利息 1,700 239

３．支払保証料 2,000 166

４．その他 4,625 81,702 1.3 1,870 44,615 1.1 △37,086

経常利益又は経常損
失（△）

133,834 2.1 △131,631 △3.2 △265,465

Ⅹ　特別利益

１．固定資産売却益 ※１ 21 －

 ２. 親会社株式売却益  18,492 －

３．関係会社株式売却益 － 200

４．投資有価証券売却益 98 －

５．貸倒引当金戻入益 17,950 36,563 0.6 － 200 0.0 △36,363

XI　特別損失

１．固定資産除売却損 ※２ 16,210 382

２. 投資有価証券売却損  500 －

３. 投資有価証券評価損  3,999 41,700

４．会員権売却損 3,401 －

５．その他 － 24,111 0.4 840 42,922 1.0 18,811

税引前当期純利益又
は税引前当期純損失
（△）

146,285 2.3 △174,354 △4.2 △320,640

法人税、住民税及び
事業税

1,412 1,038

法人税等調整額 △60,741 △59,329 △1.0 83,025 84,064 2.1 143,393

当期純利益又は当期
純損失（△）

205,615 3.3 △258,418 △6.3 △464,033

前期繰越利益 129,151 － －

土地再評価差額金取
崩額

△66,227 － －

当期未処分利益 268,539 － －
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

 ①　利益処分計算書

前事業年度

 株主総会承認日

 （平成18年６月29日）

区分
注記

番号
金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 268,539

Ⅱ　利益処分額

配当金 20,020 20,020

Ⅲ　次期繰越利益 248,518

 ②　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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

444,770 385,606 385,606 111,192 800,000 268,539 1,179,731 △96,005 1,914,103

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）（注）      △20,020 △20,020  △20,020

当期純損失（千円）      △258,418 △258,418  △258,418

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）　　
（千円）

         

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － － △278,439 △278,439 － △278,439

平成19年３月31日　残高
（千円）

444,770 385,606 385,606 111,192 800,000 △9,900 901,292 △96,005 1,635,663

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

128,532 △136,018 △7,486 1,906,616

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）（注）    △20,020

当期純損失（千円）    △258,418

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）　　
（千円）

△55,472  △55,472 △55,472

事業年度中の変動額合計
（千円）

△55,472 － △55,472 △333,911

平成19年３月31日　残高
（千円）

73,060 △136,018 △62,958 1,572,705

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）キャッシュ・フロー計算書

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（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

税引前当期純利益又は税引前
当期純損失（△）

146,285 △174,354 △320,640

減価償却実施額 17,298 13,042 △4,255

賞与引当金の増減額（減少：
△）

1,927 4,704 2,776

完成工事補償引当金の増減額
（減少：△）

3,255 △5,451 △8,706

貸倒引当金の増減額（減少：
△）

△18,595 △3,580 15,014

退職給付引当金の増減額（減
少：△）

△1,321 △2,875 △1,554

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）

6,525 △4,600 △11,125

受取利息及び受取配当金 △4,127 △4,357 △230

支払利息 73,376 42,338 △31,037

社債利息 1,700 239 △1,460

固定資産売却益 △21 － 21

固定資産除売却損 16,210 382 △15,828

親会社株式売却益 △18,492 － 18,492

関係会社株式売却益 － △200 △200

投資有価証券売却益 △98 － 98

投資有価証券売却損 500 － △500

投資有価証券評価損 3,999 41,700 37,700

会員権売却損 3,401 － △3,401

売上債権の増減額（増加：
△）

25,693 5,972 △19,721

たな卸資産の増減額（増加：
△）

1,480,500 418,506 △1,061,993

未収入金の増減額（増加：
△）

73,469 △18,696 △92,166

仕入債務の増減額（減少：
△）

252,062 △287,154 △539,216

未成工事受入金及び前受金の
増減額（減少：△）

△16,564 55,409 71,973

その他 78,190 △94,165 △172,355

小計 2,125,175 △13,138 △2,138,314

利息及び配当金の受取額 4,127 4,357 230

利息の支払額 △85,483 △48,655 36,827

社債利息の支払額 △1,700 △239 1,460

法人税等の支払額 △4,518 △3,417 1,100

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

2,037,601 △61,093 △2,098,695
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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（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 △955,408 △598,393 357,015

定期預金の払戻による収入 695,868 830,340 134,472

有形固定資産の取得による支
出

△10,065 △6,515 3,550

有形固定資産の売却による収
入

33,989 － △33,989

親会社株式の売却による収入 27,142 － △27,142

関係会社株式の売却による収
入

－ 1,200 1,200

投資有価証券の売却による収
入

39,612 － △39,612

会員権の売却による収入 1,598 － △1,598

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△167,262 226,631 393,894

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：△）

△2,111,425 131,000 2,242,425

社債の償還による支出 － △400,000 △400,000

長期借入金の返済による支出 △49,175 － 49,175

配当金の支払額 △20,032 △19,933 99

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△2,180,632 △288,933 1,891,699

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

－ － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
（減少額：△）

△310,292 △123,395 186,897

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 660,346 350,054 △310,292

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 350,054 226,658 △123,395
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(5）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

関連会社株式

移動平均法による原価法

関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの

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

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

未成工事支出金・分譲土地建物・未成分譲

支出金

個別法による原価法

未成工事支出金・分譲土地建物・未成分譲

支出金

同左

貯蔵品

先入先出法による原価法

貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(附属設備を除く)につ

いては定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

　建物　　　　６～38年

(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

づく定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

同左

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額のうち当期の負担額を計上してお

ります。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 完成工事補償引当金

　完成工事に対する瑕疵担保の費用に備

えるため、過年度の補償工事実績に基づ

く実績率による額を計上しております。

(3) 完成工事補償引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成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

末の簡便法による退職給付債務及び年金

資産の額に基づき、当期末に発生してい

ると認められる額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えて、内

規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

同左
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(6）重要な会計方針の変更

 　　 （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） ──────

  当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。

 　　　　　　　　　 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 　　　　　　　　　   当事業年度より、「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に相当する金額は1,572,705千円であ

ります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

(7）表示方法の変更

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）

 （キャッシュ・フロー計算書）

 営業活動によるキャッシュ・フローの「未収入金の増減

額」は、前期は「その他の流動資産の増減額」に含めて表

示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記

しております。

　なお、前期の「その他の流動資産の増減額」に含まれて

いる「未収入金の増減額」は△32,858千円であります。

 

──────

 

 

 営業活動におけるキャッシュ・フローの「その他の流動

資産の増減額」、「その他の流動負債の増減額」及び「そ

の他の固定負債の増減額」は、当期において金額的重要性

が乏しくなったため「その他」に含めて表示しておりま

す。

　なお、当期の「その他」に含まれている「その他の流動

資産の増減額」、「その他の流動負債の増減額」及び「そ

の他の固定負債の増減額」はそれぞれ32,218千円、25,221

千円、2,366千円であります。
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(8）注記事項

（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．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりであります。

(イ)担保に供している資産

分譲土地建物     306,812千円

建物 120,342

構築物 2,968

土地 404,924

投資有価証券 193,855

計 1,028,901

建物  114,545千円

構築物 2,476

土地 404,924

投資有価証券 163,526

計 685,472

(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務

短期借入金     717,000千円 短期借入金      588,000千円

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．　　　　　　──────

授権株式数　　　普通株式 10,000,000株

発行済株式総数　普通株式 4,179,100株

※３．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式175,000

株であります。

※３．　　　　　　──────

※４．関係会社に対する負債 ※４．関係会社に対する負債

工事未払金       62,775千円 工事未払金       36,702千円

　５．偶発債務

　保証債務は次のとおりであります。

住宅購入者のためのつなぎ融資に対する保証債

務

　５．偶発債務

　保証債務は次のとおりであります。

住宅購入者のためのつなぎ融資に対する保証債

務

     974,380千円      408,300千円

　６．配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は128,532

千円であります。

　６．　　　　　　──────

※７．土地の再評価に関する法律 （平成10年３月31日

公布法律第34号） に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上して

おります。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第４号に定め

る算定の基礎となる価額に基づき、合理的な調

整を行って算出

※７．土地の再評価に関する法律 （平成10年３月31日

公布法律第34号） に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上し

ております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第４号に定め

る算定の基礎となる価額に基づき、合理的な調

整を行って算出

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

    △110,887千円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

    △127,946千円
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（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．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車両運搬具 21千円

※１．　　　　　　──────

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

固定資産除却損 固定資産除却損

工具器具及び備品 145千円 工具器具及び備品    382千円

固定資産売却損  

建物    1,717千円

車両運搬具 16 

土地 14,331 

（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）

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

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 4,179,100 － － 4,179,100

合計 4,179,100 － － 4,179,100

自己株式

普通株式 175,000 － － 175,000

合計 175,000 － － 175,000

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月29日

定時株主総会
普通株式 20,020 5 平成18年３月31日 平成18年６月30日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,089,896千円

預入期間が３か月を超える定

期預金
△739,842

現金及び現金同等物 350,054

現金及び預金勘定        734,554千円

預入期間が３か月を超える定

期預金
△507,895

現金及び現金同等物 226,658

（リース取引関係）

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）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

展示用建物 52,350 49,732 2,617

工具器具及び
備品

14,353 11,665 2,688

ソフトウェア 4,161 4,013 148

合計 70,865 65,411 5,453

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

展示用建物 47,617 793 46,823

工具器具及び
備品

9,863 8,955 907

ソフトウェア 991 991 －

合計 58,472 10,741 47,731

(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     4,849千円

１年超    956千円

合計   5,806千円

１年内    9,895千円

１年超    37,926千円

合計    47,821千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 14,121千円

減価償却費相当額  13,002千円

支払利息相当額    443千円

支払リース料     2,910千円

減価償却費相当額     2,721千円

支払利息相当額       142千円

(4)減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(5)利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。

(5)利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前事業年度（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を

超えるもの

(1)株式 333,600 539,559 205,958

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 333,600 539,559 205,958

貸借対照表計上額が

取得原価を

超えないもの

(1)株式 － － －

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 － － －

合計 333,600 539,559 205,958

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

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

損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

(1)子会社及び関連会社株式

関連会社株式 14,550

(2)その他有価証券

非上場株式 1,200

３．関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

66,754 18,591 500
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当事業年度（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を

超えるもの

(1)株式 115,777 248,779 133,001

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 115,777 248,779 133,001

貸借対照表計上額が

取得原価を

超えないもの

(1)株式 176,038 165,704 △10,334

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 176,038 165,704 △10,334

合計 291,815 414,483 122,667

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

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

損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

(1)子会社及び関連会社株式

関連会社株式 13,550

(2)その他有価証券

非上場株式 1,284

３．関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

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

による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

２．退職給付債務に関する事項

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）

退職給付債務（千円） 124,850 132,054

年金資産（千円） 109,248 119,327

退職給付引当金（千円） 15,602 12,726

３．退職給付費用に関する事項

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）

退職給付費用

勤務費用等（千円） 8,506 7,432

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

退職給付債務の計算は簡便法によっており、直近の年

金財政計算上の責任準備金を退職給付債務とみなす方法

によっております。

同左

（ストック・オプション等関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

未払事業税      1,509千円

貸倒引当金繰入限度超過額 10,467

賞与引当金繰入限度超過額 8,111

完成工事補償引当金繰入限度超過額 5,055

退職給付引当金繰入限度超過額 6,309

役員退職慰労引当金繰入限度超過額 64,339

投資有価証券評価損否認 10,422

会員権評価損否認 1,460

分譲土地建物評価損否認 145,043

固定資産評価損否認 14,119

税務上の繰越欠損金 119,170

繰延税金資産小計 386,010

評価性引当額 △286,123

繰延税金資産合計 99,887

未払事業税        963千円

貸倒引当金繰入限度超過額 9,019

賞与引当金繰入限度超過額 10,013

完成工事補償引当金繰入限度超過額 2,851

退職給付引当金繰入限度超過額 5,146

役員退職慰労引当金繰入限度超過額 62,478

投資有価証券評価損否認 10,422

会員権評価損否認 1,177

分譲土地建物評価損否認 96,981

固定資産評価損否認 8,503

税務上の繰越欠損金 247,261

繰延税金資産小計 454,820

評価性引当額 △437,959

繰延税金資産合計 16,861

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 77,425

繰延税金負債小計 77,425

繰延税金資産の純額 22,461

その他有価証券評価差額金 49,606

繰延税金負債小計 49,606

繰延税金負債の純額 △32,745

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）

評価性引当額 △81.8

住民税均等割 1.0

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △40.6

法定実効税率 　　40.4％

（調整）

評価性引当額 △87.2

住民税均等割 △0.6

その他 △0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △48.2

（持分法損益等）

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）

関連会社に対する投資の金額    14,550千円

持分法を適用した場合の投資の金額    38,959千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額     1,417千円

関連会社に対する投資の金額     13,550千円

持分法を適用した場合の投資の金額   37,745千円

持分法を適用した場合の投資損失の金額    213千円

（企業結合等）

　該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 (1)兄弟会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の

子会社

ミサワ

ホーム㈱

東京都

杉並区
24,000,000

住宅部材

の製造・

販売等

－
兼任

1名

工業化住宅

の販売、施

工委託契約

及び住宅部

材の継続売

買契約の締

結

住宅部材

仕入
1,767,431 買掛金 415,896

仕入割引 5,503 未収入金 －

　（注）　上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

住宅部材の仕入価格については、他の部材買取り先と同様の条件であります。

(2)役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

田中真由美 － － 会社員 － － － 分譲土地販売 12,200 － －

　（注）　上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

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

当事業年度（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
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の

子会社

ミサワ

ホーム㈱

東京都

杉並区
24,000,000

住宅部材

の製造・

販売等

－
兼任

1名

工業化住宅

の販売、施

工委託契約

及び住宅部

材の継続売

買契約の締

結

住宅部材

仕入
1,326,832 買掛金 226,488

　（注）　上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

住宅部材の仕入価格については、他の部材買取り先と同様の条件であります。

(2)役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 下田正彰 － －
当社取

締役

（被所有）

直接3.0
－ －

増改築工事請

負他
1,924 － －

役員 佐々木昭彦 － －

当社常

勤監査

役

（被所有）

直接0.1
－ － 住宅請負工事 9,002 － －

役員及

びその

近親者

田中省吾 － － 会社員 － － － 住宅請負工事 1,779 － －
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属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及

びその

近親者

田中真由美 － － 会社員 － － － 住宅請負工事 21,108 － －

　（注）　上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。

取引条件ないし取引条件の決定方針等

住宅請負工事及び増改築請負工事の請負価格については、当社「持家割引規程」による割引価格を適用し

ております。

（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       476.17円

１株当たり当期純利益金額       51.35円

１株当たり純資産額       392.77円

１株当たり当期純損失金額    △64.54円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、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、当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

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

前事業年度
(自　平成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)

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 205,615 △258,418

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
205,615 △258,418

期中平均株式数（株） 4,004,100 4,004,100

（重要な後発事象）

前事業年度（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。

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　平成19年５月11日開催の当社取締役会において、ミサワホーム中国株式会社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す。

(1) 合併の目的

　　　両社はこれまで、山陰及び山陽地区を、各々の事業エリアとして営業展開してまいりましたが、両社の持

つ強みを相互に活用することにより、中国地区におけるエリア戦略をさらに強化・推進し、強固な経営基盤

を確立するため、合併することに基本合意いたしました。

　両社の合併により、財務基盤や営業基盤の強化を図り、両社の保有する経営資源を相互補完的に活用する

ことによる、シナジー効果の最大化を推進するとともに、事業規模及び事業領域を拡大することで、更なる

成長経営を目指し企業価値を高めてまいります。

(2) 存続会社

　　ミサワホーム中国株式会社

(3) 合併時期

　　平成19年10月１日（予定）
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５．その他
(1）役員の異動

 ①　代表者の異動

  　該当事項はありません。。

②　その他の役員の異動

  　退任予定取締役

  　取締役（非常勤）　　下村　秀樹

  　退任予定監査役

  　監査役（非常勤）　　長谷川　節

(2）生産、受注及び販売の状況

①　受注状況

　　当事業年度における受注状況を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

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

住宅請負事業 2,474,221 85.1 1,032,939 142.2

分譲事業 1,810,229 60.6 131,157 63.3

その他事業 － － － －

合計 4,284,450 72.7 1,164,097 124.7

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

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

りません。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　②　販売実績

　　当事業年度の販売実績を事業部門ごとに示すと、次のとおりであります。

事業部門 金額（千円） 前年同期比（％）

住宅請負事業 2,167,848 71.8

分譲事業 1,886,316 60.3

その他事業 51,189 71.9

合計 4,105,355 66.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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