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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 11,839 △10.4 0 △99.6 △43 － △260 －

18年９月中間期 13,212   △ 5.0 196 2.9 173 16.4 124   △35.3

19年３月期 25,927 － 151 － 84 － △676 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 △14 27 －  

18年９月中間期 7 06 －  

19年３月期 △37 70 －  

（参考）①持分法投資損益 19年９月中間期 ―百万円 18年９月中間期 ―百万円 19年３月期 ―百万円

 　　　 ②期中平均株式数(連結）　　　 19年９月中間期　18,273,737株　　 18年９月中間期　17,614,858株　　19年３月期　17,943,402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９月中間期 21,986 5,720 26.0 313 04

18年９月中間期 21,694 6,793 31.3 371 74

19年３月期 21,041 5,935 28.2 324 81

（参考）自己資本 19年９月中間期 5,720百万円 18年９月中間期 6,793百万円 19年３月期 5,935百万円

(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９月中間期 △581 229 1,120 3,827

18年９月中間期 244 △469 292 3,406

19年３月期 △465 △811 997 3,059

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 0 00 0 00 0 00

20年３月期 0 00 －

20年３月期（予想） － 0 00 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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 29,700 － 300 － 170 － △70 － △3 46
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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

(2）中間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（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、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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９月中間期 18,277,196株 18年９月中間期 18,277,196株 19年３月期 18,277,196株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 3,459株 18年９月中間期 3,436株 19年３月期 3,459株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）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。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 10,009 △11.0 △120 － △126 － △668 －

18年９月中間期 11,243 △8.3 71 43.0 87 209.1 80 △36.1

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

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △36 58

18年９月中間期 4 56

19年３月期 0 05

(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９月中間期 20,091 5,623 28.0 307 75

18年９月中間期 19,662 6,388 32.5 349 62

19年３月期 19,669 6,260 31.8 342 59

（参考）自己資本 19年９月中間期 5,623百万円 18年９月中間期 6,388百万円 19年３月期 6,260百万円

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 25,600 － 60 － 30 － △520 － △25 74

※　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。

※　注記事項

(1）20年３月期の連結業績予想及び増減率について

　東北ミサワホーム㈱は、平成19年10月１日にミサワホーム北日本㈱と合併いたしました。通期業績予想は、合併

前の東北ミサワホーム㈱の中間期業績に合併後の東北ミサワホーム㈱の下期業績予想を合算したものとなっており

ます。また、前期比増減率は、下期業績予想を合算しているため記載を省略しております。

(2）20年３月期の連結業績予想の１株当たり当期純損失について

　中間期までは、９月30日現在の当社の株式数(自己株式控除後18,273,737株）を発行済株式数とし、10月以降は、

９月30日現在の当社の発行済株式数に、ミサワホーム北日本㈱の株主に割当てられた株式数(3,858,336株)を合算し

たものを東北ミサワホームの株式数(自己株式控除後22,132,073株）として、期中平均株式数を計算し、１株当たり

当期純損失を算出しております。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間における東北地方の経済は、個人消費はやや持ち直しの動きがみられるものの、全体として力

強さを欠いた状態が続いております。住宅投資が、本年５月以降４か月連続、公共投資についても３か月連続で前年

を下回っており、全国との経済格差はさらに広がる傾向となっております。また、持家の新設住宅着工戸数について

は、宮城県及び岩手県では本年４月以降５か月連続で、山形県では本年３月以降６か月連続で減少しており、一戸建

住宅の市場環境は非常に厳しい状況が続いております。

　当社グループは、このような市場環境下にあって、戸建商品につきましては、オリジナル商品の「蔵のある家」の

販売強化や新商品「ＬＩＮＫ－ＡＧＥ」、戸建の賃貸住宅「Ｃａｓｓｉｙａ」を中心とした受注の獲得、仙台市泉区

の「Ｍ’ｓ南中山分譲」、黒川郡富谷町の「エアコート成田分譲」などの建売住宅の販売、及び「まるごとリフォー

ム」や「耐震リフォーム」等のホームイング工事の受注の獲得などに取組んでまいりました。第２四半期において盛

り返したものの、第１四半期で注文住宅の受注が前年比マイナスとなり、また、分譲住宅の受注は前年並みだったも

のの、引渡しが一部下期にずれ込んだことなどにより、連結売上高は118億39百万円（前中間連結会計期間比10.4％

減）となりました。また、徹底したコスト削減の実施により販売費及び一般管理費は、23億５百万円（前中間連結会

計期間比4.1％減）となりましたが、連結営業利益は０百万円（前中間連結会計期間比99.6％減）となりました。さら

に、借入金利の上昇に伴って支払利息が増加したため、連結経常損失は43百万円（前中間連結会計期間比２億16百万

円減）となりました。 

　このほか、繰延税金資産の計上の見直しにより税金費用が前中間連結会計期間比１億63百万円増加したため、連結

中間純損益は前中間連結会計期間比３億85百万円減の２億60百万円の損失となりました。

　セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

①戸建事業

　当中間連結会計期間は、蔵付き商品が全商品の33％に達し、また当社オリジナルの地域商品が全商品の23％を占め

るなど、2,000～3,000万円台の価格帯を中心に販売を展開してまいりましたが、注文戸建住宅の受注棟数が前中間連

結会計期間比61棟減少し、他方、「Ｃａｓｓｉｙａ」投入により賃貸住宅が前中間連結会計期間比37棟の増加となり

ましたが、注文住宅及び分譲住宅の売上棟数が前中間連結会計期間比46棟の減少となり、売上高は前中間連結会計期

間比12.6％減の97億５百万円、営業損失は２億13百万円（前中間連結会計期間は32百万円の利益）となりました。 

②リフォーム事業

　当中間連結会計期間は、リピート客獲得のための定期点検活動や、ホームイングフェアの地域別開催による受注拡

大、「まるごと変え太郎」の販促活動の実施などにより、売上高は前中間連結会計期間比8.1％増の18億49百万円、営

業利益は前中間連結会計期間比6.3％減の１億48百万円となりました。 

③不動産派生事業

　当中間連結会計期間は、不動産仲介及び中古不動産売買が前中間連結会計期間より大幅な増加となったことから、

売上高は２億43百万円、営業利益は93百万円となりました。なお、前中間連結会計期間において「不動産派生事業」

は、「その他事業」の一部としておりましたが、「その他事業」に占める比率が高まったため、独立したセグメント

といたしました。

④その他事業

　当中間連結会計期間は、特建事業の売上がなかったこと、金融事業及びリース事業の縮小などにより、売上高は41

百万円となり、営業利益は８百万円となりました。 

　今後の見通しにつきましては、依然として戸建住宅の需要動向は弱含みに推移すると考えられますが、７月以降の

受注が70棟台で推移していることや、上期の引渡予定物件のずれ込み、仙台市内の賃貸マンションの完成、売上によ

る利益の上乗せ、プロが考えた100の知恵と工夫いっぱいの新企画住宅「スマートスタイルＯタイプ」分譲展示場設置

による受注の促進、仙台及び山形における新規分譲41棟の売出しなどにより受注拡大と利益の底上げを図ってまいり

ます。

　また当社は、ミサワホームグループの中期経営計画に基づき、東北地区のエリア戦略強化及び高効率化の推進を図

るため、平成19年10月１日付でミサワホーム北日本㈱と合併いたしました。

　以上により、通期の業績の見通しといたしましては、連結売上高は297億円、連結営業利益は３億円、連結経常利益

は１億70百万円、連結当期純損失は70百万円を見込んでおります。

　なお、平成19年10月１日付けで当社とミサワホーム北日本㈱が合併しているため、前連結会計年度比は省略させて

いただきます。

東北ミサワホーム㈱（1907）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 3 －



(2）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

  当中間連結会計期間の資産の合計は、前中間連結会計期間に比べて２億92百万円増加して、219億86百万円となりま

した。流動資産は同８億28百万円増加して169億57百万円、固定資産は同５億36百万円減少して50億29百万円となりま

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。

  当中間連結会計期間の負債の合計は、前中間連結会計期間に比べて13億64百万円増加して、162億66百万円となりま

した。流動負債は同22億３百万円増加して150億24百万円、固定負債は同８億38百万円減少して12億42百万円となりま

した。

  流動負債増加の主な要因は、短期借入金の増加によるものであります。

  固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少によるものであります。

  当中間連結会計期間の純資産の合計は、前中間連結会計期間に比べて10億72百万円減少して、57億20百万円となり

ました。この主な要因は、中間純損失を計上し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、前中間連結会計期間の31.3％から26.0％となりました。

 

 ②当中間連結期間のキャッシュ・フローの状況 

  当中間連結会計期間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38億27百万円となり、前

中間連結会計期間より４億20百万円増加いたしました。

　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）

　当中間連結会計期間において営業活動の結果減少した資金は５億81百万円（前中間連結会計期間は２億44百万円の

増加）となりました。これは主に、たな卸資産の増加４億37百万円、未成工事受入金・分譲事業受入金の減少１億66

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）

  当中間連結会計期間において投資活動の結果増加した資金は２億29百万円（前中間連結会計期間は４億69百万円の

減少）となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入１億40百万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）

  当中間連結会計期間において財務活動の結果増加した資金は11億20百万円（前中間連結会計期間は２億92百万円の

増加）となりました。これは主に、長期借入れによる収入10億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 平成19年9月中間期

 自己資本比率（％） 34.5 21.6 27.9 28.2 26.0

 時価ベースの自己資本
　
 比率（％）

23.8 20.9 40.9 24.8 33.5

 債務償還年数（年） 7.2 15.6 3.5 － －

 インタレスト・カバレ

 ッジ・レシオ
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(中間期）：有利子負債／（営業キャッシュ・フロー×２）

 　　　債務償還年数(通期）：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及び当期の配当

  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目標として位置付けており、業績に裏付けられた成果の

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、中長期的視点

のもと、配当原資となる連結純利益に連動した利益配分をベースに安定的・継続的に実施できるよう努めてまいりま

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、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

  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ため、

当該地域の景気動向や気象条件の影響を受ける可能性があります。なお、平成19年10月１日より、ミサワホーム北日

本㈱との合併により、秋田県及び青森県が当社の販売エリアとして拡大されております。

③　資金調達に関する金利動向のリスク

  土地の仕入などについては、主として金融機関からの借入によっております。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、金利が上昇する局面で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

  当社グループは住宅の請負及び分譲住宅の販売、リフォーム工事の請負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、住宅完工引渡しの多くは第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土地及び建物を所有しており、地価動向や事業部門ごとの営業成績の状況に

よっては減損損失を計上することも予想されます。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、「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。当社はミサワホーム㈱と子会社の関係にあり、今後も取引関係を良好に維持し続けていく方針で

あります。

⑦　販売・施工する住宅等の潜在的瑕疵について

  当社グループが施工する住宅については、ミサワホーム施工業務マニュアルに基づき工事を行い、各工程ごとに行

われる現場検査により品質確保に万全を期しておりますが、施工については主に指定工事店に実施させており、施工

された住宅に潜在的瑕疵が存在する可能性があります。そのような事態により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。

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(当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社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

ミサワホームホールディングス㈱で構成され、住宅請負、分譲住宅の販売及びリフォーム工事請負並びに不動産仲介な

ど、これらに付随して発生する関連事業を含めた事業活動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、当中間連結会

計期間より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、25～27ページに記載の「セグメ

ント情報」をご覧ください。

　また、親会社ミサワホームホールディングス㈱は、平成19年５月24日締結の合併契約により、平成19年10月１日付で

当社の兄弟会社ミサワホーム㈱を吸収合併した後、商号をミサワホーム㈱に変更しております。

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

て施工管理を行い、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、建売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。

 不動産派生事業
 　建築確認申請業務、不動産仲介及び中古不動産売買並びに賃貸住宅の管理業務等の不動産

事業に派生的に生じる事業を行っております。

 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。関連事業は主に火災保険等の損害保険販売を行う保険代理業

務、固定資産のリース、金融事業及び住宅設備・家具等の販売を行っております。
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 　また、事業の系統図は次のとおりであります。
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住宅部材の仕入 

（親 会 社）ミサワホームホールディングス㈱ 

住宅建築等の請負 

分譲住宅、宅地の販売 

特建の請負 

 

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 

不動産の仲介情報 

52.3％出資 

外構造園 

外
構
造
園 外

注
施
工 

分譲住宅 

の販売 

保険代理店業務 

 

賃貸住宅管理 

100.0％出資 

住宅部材の仕入 

固定資産のリース 

 

戸
建
事
業 

不
動
産
派
生
事
業 
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フ
ォ
ー
ム
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業 
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事
業 

※　なお、親会社ミサワホームホールディングス㈱は、平成19年５月24日締結の合併契約により、平成19年10月１日付

で当社の兄弟会社ミサワホーム㈱を吸収合併した後、商号をミサワホーム㈱に変更しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針(コーポレートスローガン）

  ミサワホームグループは「住まいを通じて生涯のおつきあい」という精神のもと、良質の「住まい」を提供し、

豊かな社会づくりに貢献します。

①　安全・快適で環境を重視した家づくり、街づくりを行います。

②　法令を遵守し、倫理を重んじて誠実に行動します。

③　地球全体を視野に入れ、環境保全活動などを行い、社会に貢献します。

④　企業価値の向上に努め、長期安定的な成長により、ステークホルダーとの共存共栄を実現します。

⑤　グループ社員が相互に信頼し、協力し合って能力を発揮できる職場をつくります。

⑥　適正な財務報告・情報開示と適切なリスク管理を行います。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、会社又はセグメント別の業績を評価する基準として、売上高経常利益率及び売上高当期純利益

率を使用しており、売上高経常利益率については１％、売上高当期純利益率については0.5％を当面の目標としてお

ります。当該指標の達成により、株主の皆様への配当や社員の処遇の向上、戦略的な販売活動などを推進してまい

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、地球温暖化環境問題対策、ＩＴによる通信技術革命など、企業環境は大きな変化を遂げ

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では、以下のような中長期的な経営戦略並びに対処すべ

き課題に取り組んでおります。

①　社員一人ひとりが顧客満足度の一層の向上を追求し、更なる強固な企業基盤を構築する。

②　更なる住宅品質の向上と(販売・材料・施工に係る）住宅建設コストの削減に取り組み、お客様の信頼と負託に

こたえる事業を推進する。

③　戸建事業とリフォーム事業を２本柱として経営資源を集中し、信頼及び効率と改善努力を重視し、当該地域で

の販売シェアの向上を目指す。

④　ケアサービス付住宅等、高齢化社会で必要とされる良質な商品の提供に注力していく。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

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)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金   3,456   3,827    3,059  

２　売掛金・完成
工事未収入金
及び分譲事業
未収入金

  979   929    695  

３　営業貸付金   1,159   652    653  

４　たな卸資産 ※２  9,912   11,153    10,953  

５　その他   893   444    654  

　　貸倒引当金   △273   △49    △84  

流動資産合計   16,128 74.3  16,957 77.1 828  15,931 75.7

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

(1)　建物及び構
築物

※１ 1,408   1,478    1,383   

(2） 土地  1,996   1,996    1,996   

(3)　その他 ※１ 233 3,638 16.8 187 3,662 16.7 24 197 3,577 17.0

２　無形固定資産   23 0.1  41 0.2 17  39 0.2

３　投資その他の
資産

           

(1)　投資有価証
券

 1,294   853    923   

(2)　その他  716   549    667   

　   貸倒引当金  △107 1,903 8.8 △77 1,325 6.0 △578 △99 1,492 7.1

固定資産合計   5,566 25.7  5,029 22.9 △536  5,109 24.3

資産合計   21,694 100.0  21,986 100.0 292  21,041 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

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)

金額（百万円）
構成比
（％）

（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

  3,614   3,714    3,485  

２　短期借入金 ※４  6,070   7,460    7,070  

３　１年以内返済
予定の長期借
入金

  －   1,783    －  

４　未成工事受入
金及び分譲事
業受入金

※２  1,329   915    1,084  

５　賞与引当金   203   176    192  

６　完成工事補償
引当金

  57   53    58  

７　その他   1,546   920    1,316  

流動負債合計   12,821 59.1  15,024 68.3 2,203  13,207 62.8

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金   1,450   666    1,262  

２　退職給付引当
金

  33   50    38  

３　役員退職慰労
引当金

  192   62    199  

４　その他 ※２  404   462    397  

固定負債合計   2,080 9.6  1,242 5.7 △838  1,898 9.0

負債合計   14,901 68.7  16,266 74.0 1,364  15,105 71.8

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   4,178 19.2  4,178 19.0   4,178 19.8

２　資本剰余金   2,077 9.6  2,077 9.5   2,077 9.9

３　利益剰余金   587 2.7  △473 △2.2   △213 △1.0

４　自己株式   △1 △0.0  △1 △0.0   △1 △0.0

株主資本合計   6,842 31.5  5,780 26.3 △1,061  6,041 28.7

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１　その他有価証
券評価差額金

  △49 △0.2  △60 △0.3 △10  △106 △0.5

評価・換算差額
等合計

  △49 △0.2  △60 △0.3 △10  △106 △0.5

純資産合計   6,793 31.3  5,720 26.0 △1,072  5,935 28.2

負債純資産合計   21,694 100.0  21,986 100.0 292  21,041 100.0
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   13,212 100.0  11,839 100.0 △1,372  25,927 100.0

Ⅱ　売上原価   10,611 80.3  9,533 80.5 △1,077  21,009 81.0

売上総利益   2,601 19.7  2,306 19.5 △295  4,918 19.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

           

１　従業員給料手
当

 800   794    1,735   

２　賞与引当金繰
入額

 145   105    139   

３　退職給付引当
金繰入額

 47   52    94   

４　役員退職慰労
引当金繰入額

 6   5    13   

５　広告宣伝費  341   378    726   

６　貸倒引当金繰
入額

 28   －    23   

７　完成工事補償
引当金繰入額

 38   30    49   

８　その他  995 2,404 18.2 938 2,305 19.5 △99 1,984 4,767 18.4

営業利益   196 1.5  0 0.0 △195  151 0.6

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  7   5    15   

２　受取配当金  6   8    11   

３　賃貸資産収入  5   －    －   

４　受取手数料  28   34    58   

５　受取保証料  3   －    －   

６　その他  39 90 0.7 51 100 0.8 9 92 176 0.7

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  99   110    201   

２　シンジケート
ローン手数料

 －   18    25   

３　賃貸資産費用  0   －    －   

４　その他  13 114 0.9 16 145 1.2 30 16 243 1.0

経常利益   173 1.3  － － △173  84 0.3

経常損失   － －  43 △0.4 △43  － －

Ⅵ　特別利益            

１　固定資産売却
益

※１ 0   5    0   

２　投資有価証券
売却益

 －   139    －   

３　貸倒引当金戻
入益

 25   2    24   

４　その他  － 25 0.2 0 148 1.3 122 0 26 0.1
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失            

１　固定資産除却
損

※２ 3   12    16   

２　たな卸資産評
価損

 －   －    12   

３　投資有価証券
評価損

 －   121    637   

４　損害賠償金  2   －    2   

５　その他  － 6 0.1 － 133 1.1 127 1 670 2.6

税金等調整前
中間純利益

  192 1.4  － － △192  － －

税金等調整前
中間（当期）
純損失

  － －  29 △0.2 △29  559 △2.2

法人税、住民
税及び事業税

 63   61    98   

法人税等調整
額

 4 68 0.5 169 231 2.0 163 17 116 0.4

中間純利益   124 0.9  － － △124  － －

中間（当期）
純損失

  － －  260 △2.2 △260  676 △2.6
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

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

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

中間連結会計期間中の変動額
（百万円）

         

新株の発行（百万円） 416 414   831    831

中間純利益（百万円）   124  124    124

自己株式の処分（百万円）  30  137 168    168

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（百万円）

     △90 △90 △2 △92

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

416 445 124 137 1,124 △90 △90 △2 1,031

平成18年９月30日残高（百万円） 4,178 2,077 587 △1 6,842 △49 △49 － 6,793

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30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

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

中間連結会計期間中の変動額
（百万円）

        

中間純損失（百万円）   △260  △260   △260

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（百万円）

     45 45 45

中間連結会計期間中の変動額合計
（百万円）

  △260  △260 45 45 △215

平成19年９月30日残高（百万円） 4,178 2,077 △473 △1 5,780 △60 △60 5,720

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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

少数株主
持分

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

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
（百万円）

         

新株の発行（百万円） 416 414   831    831

当期純利益（百万円）   △676  △676    △676

自己株式の取得（百万円）    △0 △0    △0

自己株式の処分（百万円）  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（百万円）

     △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) 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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間純
利益・税金等調整前
中間(当期)純損失
(△）

 192 △29  △559

減価償却費  110 105  220

負ののれん償却額  △3 △2  △6

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △29 △56  △226

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 7 △16  △3

完成工事補償引当金
の増減額（減少：
△）

 6 △4  6

退職給付引当金の増
減額（減少：△）

 2 12  7

役員退職慰労引当金
の増減額（減少：
△）

 △19 △136  △12

受取利息及び受取配
当金

 △14 △14  △26

支払利息  99 110  201

投資有価証券売却損
益

 － △139  －

投資有価証券評価損  － 121  637

損害賠償金  2 －  2

固定資産処分損益  2 7  15

売上債権の増減額
（増加：△）

 △108 △234  175

営業貸付金の増減額
（増加：△）

 185 0  691

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △671 △437  △1,724

仕入債務の増減額
（減少：△）

 354 228  226

未成工事受入金・分
譲事業受入金の増減
額（減少：△）

 442 △166  197

その他  △209 240  △46

小計  350 △412 △763 △223

利息及び配当金の受
取額

 14 14  26

利息の支払額  △79 △143  △171

損害賠償金の支払額  △2 －  △2

法人税等の支払額  △37 △40  △94

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 244 △581 △826 △465
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（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

 △50 －  △50

定期預金の払戻しに
よる収入

 50 －  100

有形固定資産の取得
による支出

 △75 △32  △162

有形固定資産の売却
による収入

 17 －  18

投資有価証券の取得
による支出

 △419 △0  △749

投資有価証券の売却
による収入

 － 140  6

その他投資の取得に
よる支出

 △18 △4  △29

その他投資の回収に
よる収入

 35 128  80

貸付による支出  △12 －  △13

その他  2 △0  △12

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △469 229 699 △811

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：△）

 △2,276 390  △1,276

長期借入れによる収
入

 1,700 1,000  1,700

長期借入金の返済に
よる支出

 △125 △270  △420

株式の発行による収
入

 831 －  831

自己株式の売却によ
る収入

 168 －  168

自己株式の取得によ
る支出

 － －  △0

子会社株式の取得に
よる支出

 △6 －  △6

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 292 1,120 827 997

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額（減少：△）

 67 767 699 △278

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 3,338 3,059 △278 3,338

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 3,406 3,827 420 3,059
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 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 同左

３　連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項

　連結子会社の中間決算日が中間連

結決算日と異なる会社は次のとおり

であります。

  連結子会社の中間決算日が中間連

結決算日と同一であります。

　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  中間決算日

エム・アール・

ディー仙台㈱

 
６月30日

    

   

 　なお、中間連結財務諸表の作成に

当たっては、中間決算日現在の中間

財務諸表を使用しております。ただ

し、中間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

…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）

(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

同左

(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）

 

 

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・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

同左

②たな卸資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

(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

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

  平成19年度の法人税法改正に伴い、

当中間連結会計期間より、平成19年

４月１日以降取得した有形固定資産

については「新定率法」を採用して

おります。この変更に伴う影響額は

軽微であります。

（追加情報） 

  平成19年度の法人税法改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

この変更に伴う影響額は軽微であり

ます。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

 

(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。

(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。

 

 

 

(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

(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、支給見込額の当中間期負担

額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

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、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。

　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

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。

 

 

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、内規に基づく当中

間連結会計期間末要支給額を計

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、内規に基づく当連

結会計年度末要支給額を計上し

ております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

(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

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

 

 

 

(6）その他中間連結財務諸表作成の

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。

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

同左

(6）その他連結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

同左

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・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。

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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）

　当中間連結会計期間から「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6,793百万円であります。

　中間連結財務諸表規則の改正により、当中

間連結会計期間における中間連結財務諸表は、

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。

 　　　　　―――――――――

 

 

 

（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5,935百万円であります。

　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。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「負ののれん償却額」と表示しております。

（中間連結貸借対照表）

　「１年以内返済予定の長期借入金」は、負債及び純資産

の合計額の100分の５を超えたため、当中間連結会計期間

より区分掲記することとしました。なお、前中間連結会計

期間は流動負債の「その他」に565百万円含まれておりま

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

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

――――――――― （中間連結損益計算書）

１．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

「賃貸資産収入」(当中間連結会計期間６百万円）は、営

業外収益の総額の100分の10以下であるため、当中間連結

会計期間においては営業外収益の「その他」に含めて表示

しております。

２．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

「受取保証料」(当中間連結会計期間３百万円）は、営業

外収益の総額の100分の10以下であるため、当中間連結会

計期間においては営業外収益の「その他」に含めて表示し

ております。

３．「シンジケートローン手数料」は、営業外費用の総額

の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間から区分

掲記することとしました。なお、前中間連結会計期間は営

業外費用の「その他」に３百万円含まれております。

４．前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

「賃貸資産費用」(当中間連結会計期間３百万円）は、営

業外費用の総額の100分の10以下であるため、当中間連結

会計期間においては営業外費用の「その他」に含めて表示

しております。

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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

2,679百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

2,662百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

2,630百万円であります。

※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。

※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。

※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）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

たな卸資産 508百万円 たな卸資産 486百万円 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 (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
50

計 250

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
43

計 243

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。

　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。

　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（18名）

297百万円

(1）住宅資金つなぎ融資に対する保証

つなぎ融資利用者（20名）

295百万円

(1）住宅資金つなぎ融資に対する保証

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

住宅ローン利用者（175名）

3,503百万円

(2）住宅ローン融資に対する保証

住宅ローン利用者（144名）

2,740百万円

(2）住宅ローン融資に対する保証

住宅ローン利用者（159名）

3,092百万円
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※４　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。

※４　　　　　―――――― ※４　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

会計年度末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 5,200

差引額 3,700

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

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　固定資産売却益は、有形固定資産「そ

の他」の車輌運搬具の売却によるもので

あります。

※１　固定資産売却益は、有形固定資産「建

物及び構築物」の売却によるものであり

ます。

※１　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。

※２　固定資産除却損の内訳は、次のとおり

であります。

※２　固定資産除却損は、有形固定資産「建

物及び構築物」の除却によるものであり

ます。

※２　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 1百万円

その他 1

計 3

建物及び構築物 15百万円

その他  1

計 16

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少
当中間連結会計期
間末

普通株式（株） 16,548,196 1,729,000 － 18,277,196

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次のとおりであります。

　普通株式の増加1,729,000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　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少
当中間連結会計期
間末

普通株式（株） 353,416 20 350,000 3,436

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次のとおりであります。

　普通株式の増加20株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　減少数の内訳は、次のとおりであります。

　普通株式の減少350,000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。

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４　配当に関する事項

　該当事項はありません。
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少
当中間連結会計期
間末

普通株式（株） 18,277,196 － － 18,277,196

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少
当中間連結会計期
間末

普通株式（株） 3,459 － － 3,459

 

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４　配当に関する事項

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 16,548,196 1,729,000 ― 18,277,196

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次のとおりであります。

　普通株式の増加　1,729,000 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　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 353,416 43 350,000 3,459

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次のとおりであります。

　普通株式の増加43株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　減少数の内訳は、次のとおりであります。

　普通株式の減少350,000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。

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４　配当に関する事項

　該当事項はありません。
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 3,456百万円

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 3,406 

現金及び預金  3,827百万円

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  3,827 

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 

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

（借主側）

　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

（借主側）

　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

（借主側）

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

累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

建物及び構
築物

280 48 232

有形固定資
産
（その他）

2 1 0

合計 283 50 233

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

建物及び構
築物

427 187 239

有形固定資
産
（その他）

2 2 0

合計 429 189 240

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

建物及び構
築物

351 117 234

有形固定資
産
（その他）

2 2 0

合計 354 119 234

②　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 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 64百万円

１年超 188

合計 252

１年内 100百万円

１年超 222

合計 323

１年内 81百万円

１年超 214

合計 295

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

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(1）支払リース料 26百万円

(2）減価償却費相当額 42

(3）支払利息相当額 2

(1）支払リース料 52百万円

(2）減価償却費相当額 70

(3）支払利息相当額 4

(1）支払リース料 74百万円

(2）減価償却費相当額 127

(3）支払利息相当額 6

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

10％として定率法により計算した額に、10

／９を乗じて算出しております。

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
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸主側） （貸主側） （貸主側）

①　リース物件の取得価額、減価償却累計額

及び中間期末残高

　　　　　　　―――――― ①　リース物件の取得価額、減価償却累計額

及び期末残高

 
取得価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

中間期末
残高
(百万円)

有形固定資
産
（その他）

15 14 0

 
取得価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

期末残高
(百万円)

有形固定資
産
（その他）

－ － －

②　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

１年内 1百万円

１年超 －

合計 1

１年内 －百万円

１年超 －

合計 －

③　受取リース料、減価償却費及び受取利息

相当額

③　受取リース料、減価償却費及び受取利息

相当額

(1）受取リース料 2百万円

(2）減価償却費 2

(3）受取利息相当額 0

(1）受取リース料 3百万円

(2）減価償却費 3

(3）受取利息相当額 0

④　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。

④　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。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はないた

め、項目等の記載は省略しております。
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（有価証券関係）

（前中間連結会計期間末）（平成18年９月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 712 663 △49

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

計 712 663 △49

２　時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

 非上場株式 631百万円

（当中間連結会計期間末）（平成19年９月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 542 481 △60

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

計 542 481 △60

　（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について121百万円減損処理を

行っております。

２　時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

その他有価証券

 非上場株式 371百万円

（前連結会計年度末）（平成19年３月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 658 552 △106

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

計 658 552 △106

２　時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額

その他有価証券

 非上場株式 371百万円

　（注）　その他有価証券で時価のある株式に関し下落率が30％～50％の銘柄については、当中間連結会計期間末の時価

が２年連続して取得原価に比べて30％以上下落している銘柄についてはその回復可能性を検討し、減損処理の

適否を判定することとしております。

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19年

４月１日　至　平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年４月1日　至　平成19年３月31日）

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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（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18年４月１日　至　平成18年９月30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）

売上高及び営業損益売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 11,109 1,710 392 13,212 － 13,212

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 69 69 (69) －

計 11,109 1,710 462 13,281 (69) 13,212

営業費用 11,077 1,552 421 13,051 (35) 13,015

営業利益 32 158 40 230 (33) 196

　（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　営業費用のうち「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は33百万円であり、その主な内容は役員

報酬（一部）等であります。

４　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中間連結会計期間より「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中間連結会計期間のセグメント別の損益は以下のとお

りであります。

売上高 住宅請負事業 8,260百万円

 分譲事業 4,695

 住宅金融、その他事業 329

 消去又は全社 △72

 計 13,212

営業利益又は 住宅請負事業 81百万円

営業損失（△） 分譲事業 138

 住宅金融、その他事業 △15

 消去又は全社 △8

 計 196

東北ミサワホーム㈱（1907）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 25 －



当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
戸建事業
（百万円）

リフォーム
事業
（百万円）

 不動産派
生事業
 (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）

売上高及び営業損益売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 9,705 1,849 243 41 11,839 ― 11,839

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
― ― 21 71 93 （93) ―

計 9,705 1,849 265 112 11,933 (93) 11,839

営業費用 9,919 1,700 172 104 11,896 (57) 11,838

営業利益又は営業損失（△） △213 148 93 8 36 (35) 0

　（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

不動産派生事業

建築確認申請業務

不動産仲介

中古不動産売買

賃貸住宅の管理

その他事業

特殊建築物の建築請負

固定資産のリース

保険代理店業務

金融事業

住宅設備・家具等の販売

３　営業費用のうち「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は35百万円であり、その主な内容は役員

報酬（一部）等であります。

４　事業区分の変更

これまで建築確認申請業務及び不動産仲介などを「その他事業」の一部としておりましたが、営業損益に占

める比率が高まったことから当中間連結会計期間より「不動産派生事業」として独立したセグメントとし、

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中間連結会計期間のセグメント別の損益は以下のとお

りであります。

売上高 戸建事業 9,705百万円

 リフォーム事業 1,849

 その他事業 371

 消去又は全社 △86

 計 11,839

営業利益又は 戸建事業 △213百万円

営業損失（△） リフォーム事業 148

 その他事業 101

 消去又は全社 △35

 計 0
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前連結会計年度（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）

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

営業利益又は営業損失（△） △181 229 174 222 (71) 151

　（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　営業費用のうち「消去又は全社」に含めた配賦不能営業費用の金額は71百万円であり、その主な内容は役員

報酬（一部）等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間並びに前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

　前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間並びに前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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 371円74銭

１株当たり中間純利益 7円 6銭

１株当たり純資産額 313円04銭

１株当たり中間純損失 14円27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株当たり中

間純利益については、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株当たり中

間純利益については、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株当たり中間純利益又中間（当期）純損失（△）は金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間純利益又は中間（当期）純損失

（△）（百万円）
124 △260 △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） (－) （－） （－）

普通株式に係る中間純利益又は中間（当

期)純損失（百万円）
124 △260 △676

普通株式の期中平均株式数（株） 17,614,858 18,273,737 17,943,402

（重要な後発事象）

 (企業結合）

  東北ミサワホーム㈱及びミサワホーム北日本㈱は、平成19年５月25日付で「合併契約書」を締結し、平成19年６月

28日開催の両社の定時株主総会において承認され、平成19年10月１日に合併いたしました。

  合併の概要は、以下のとおりであります。

１．合併の法的形式

 　 東北ミサワホーム㈱を存続会社とする吸収合併とし、ミサワホーム北日本㈱は解散いたしました。

２．合併後の会社の名称

 　 東北ミサワホーム株式会社（英文名称：TOHOKU MISAWA HOMES CO.，LTD.）

３．株式の割当比率

    ミサワホーム北日本㈱の普通株式１株に対して、東北ミサワホーム㈱の普通株式0.48株を割り当て交付いたします。

４．合併により発行した新株式数

 　 東北ミサワホーム㈱は、本合併に際して普通株式3,858,336株を新たに発行いたしました。

５．会計処理の概要

 　 企業結合に係る会計基準上、共通支配下の取引に該当するので、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針第247項」に基づき処理いたしました。

６．合併により増加した純資産の額

 　　 92百万円 　 

７．吸収合併消滅会社から引継いだ資産、負債の内訳

科目 金額(百万円） 科目 金額(百万円)

 流動資産 5,093  流動負債 6,219

 固定資産 1,686  固定負債 468

 資産合計 6,779  負債合計 6,687
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５．部門別売上高及び受注状況

　　　　　期　　別 

 

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 科　　目  金　　額 構 成 比 金    額 構 成 比 金　　額 構 成 比 

 売

 上

 高

 

 

 戸建事業

 

11,109

 ％

84.1

 

9,705

 ％

82.0

 

21,309

 ％

82.2

 リフォーム事業 1,710 12.9 1,849 15.6 3,232 12.5

 不動産派生事業 － － 243 2.1 － －

 その他事業 392 3.0 41 0.3 1,385 5.3

 計 13,212 100.0 11,839 100.0 25,927 100.0

 受

 注

 高

 

 戸建事業 11,170 82.2 9,664 84.8 20,513 82.0

 リフォーム事業 1,844 13.6 1,721 15.1 3,430 13.7

 不動産派生事業 － － － － － －

 その他事業 577 4.2 7 0.1 1,070 4.3

 計 13,592 100.0 11,393 100.0 25,014 100.0

 受

 注

 残

 高

 戸建事業 7,093 84.1 6,497 81.2 6,609 81.0

 リフォーム事業 492 5.8 431 5.4 489 6.0

 不動産派生事業 － － － － － －

 その他事業 849 10.1 1,067 13.4 1,060 13.0

 計 8,434 100.0 7,997 100.0 8,159 100.0
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６．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

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)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  2,463   2,989    2,053   

２　完成工事未収
入金

 416   240    290   

３　分譲事業未収
入金

 485   489    326   

４　売掛金  9   0    0   

５　分譲土地建物  3,830   4,579    4,557   

６　販売用土地 ※２ 3,270   3,495    3,813   

７　未成工事支出
金

 542   652    500   

８　未成分譲支出
金

 1,185   510    924   

９　短期貸付金  1,840   2,000    1,990   

10　その他  833   366    590   

  　貸倒引当金  △80   △40    △75   

流動資産合計   14,797 75.3  15,282 76.1 485  14,970 76.1

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

(1)　建物 ※１ 959   1,080    938   

(2)　土地  1,616   1,895    1,616   

(3)　その他 ※１ 113   250    103   

有形固定資産
合計

 2,690  13.6 3,227  16.1 537 2,659  13.5

２　無形固定資産  21  0.1 24  0.1 3 21  0.1

３　投資その他の
資産

           

(1)  投資有価証
　　　　　
　券

 960   793    857   

(2)  その他  1,301   842    1,260   

     貸倒引当金  △107   △77    △99   

投資その他の
資産合計

 2,154  11.0 1,557  7.7 △596 2,018  10.3

固定資産合計   4,865 24.7  4,809 23.9 △56  4,698 23.9

資産合計   19,662 100.0  20,091 100.0 428  19,669 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

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)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金  1,992   2,038    2,012   

２　工事未払金  719   684    743   

３　分譲事業未払
金

 593   526    403   

４　短期借入金 ※４ 5,410   6,720    6,320   

５　１年以内返済
予定の長期借
入金

 565   1,783    457   

６　未払法人税等  11   20    1   

７　未成工事受入
金

 779   558    574   

８　分譲事業受入
金

※２ 458   294    459   

９　預り金  391   384    302   

10　賞与引当金  159   135    149   

11　完成工事補償
引当金

 55   51    55   

12　その他  261   251    244   

流動負債合計   11,400 58.0  13,451 66.9 2,051  11,725 59.6

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金  1,450   666    1,262   

２　役員退職慰労
引当金

 186   54    191   

３　繰延税金負債  －   69    ―   

４　受入保証金 ※２ 226   211    216   

５　長期未払金  10   14    12   

固定負債合計   1,873 9.5  1,016 5.1 △857  1,683 8.6

負債合計   13,273 67.5  14,467 72.0 1,193  13,408 68.2
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

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)

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   4,178 21.2  4,178 20.8 －  4,178 21.2

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  1,414   1,414    1,414   

(2）その他資本
剰余金

 662   662    662   

資本剰余金合
計

  2,077 10.6  2,077 10.3 －  2,077 10.6

３　利益剰余金            

その他利益
剰余金

           

繰越利益剰
余金

 177   △570    97   

利益剰余金合
計

  177 0.9  △570 △2.8 △747  97 0.5

４　自己株式   △1 △0.0  △1 △0.0 0  △1 △0.0

株主資本合計   6,432 32.7  5,684 28.3 △747  6,352 32.3

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

その他有価証
券評価差額金

  △43 △0.2  △60 △0.3 △17  △92 △0.5

評価・換算差額
等合計

  △43 △0.2  △60 △0.3 △17  △92 △0.5

純資産合計   6,388 32.5  5,623 28.0 △765  6,260 31.8

負債純資産合計   19,662 100.0  20,091 100.0 428  19,669 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　完成工事高   6,577   5,591    12,866  

Ⅱ　完成工事原価   5,336   4,570    10,553  

完成工事総利
益

  1,241   1,021    2,312  

Ⅲ　分譲事業売上高   4,534   4,246    8,489  

Ⅳ　分譲事業売上原
価

  3,794   3,594    7,152  

分譲事業総利
益

  740   652    1,337  

Ⅴ　商品売上高等収
入

  131   170    325  

Ⅵ　商品売上高等収
入原価

  25   52    91  

商品売上高等
総利益

  105   117    234  

売上高合計   11,243 100.0  10,009 100.0 △1,234  21,681 100.0

売上原価合計   9,156 81.5  8,217 82.1 △938  17,797 82.1

売上総利益   2,087 18.5  1,791 17.9 △295  3,884 17.9

Ⅶ　販売費及び一般
管理費

  2,015 17.9  1,912 19.1 △103  3,941 18.2

営業利益   71 0.6  －  △71  － －

営業損失   － －  120 △1.2 △120  57 △0.3

Ⅷ　営業外収益            

１　受取利息  18   35    49   

２　その他営業外
収益

※２ 89   104    309   

営業外収益合
計

  107 1.0  140 1.4 32  358 1.7

Ⅸ　営業外費用            

１　支払利息  76   113    165   

２　シンジケート
ローン手数料

 －   18    25   

３　その他営業外
費用

 15   13    16   

営業外費用合
計

  91 0.8  145 1.5 53  207 1.0

経常利益   87 0.8  － － △87  94 0.4

経常損失   － －  126 △1.3 △126  － －

Ⅹ　特別利益 ※３  － －  7 0.1 7  － －

XI　特別損失            

１　子会社株式評
価損

 －   273    －   

２　その他特別損
失

※４ 3   113    72   

特別損失合計   3 0.0  386 3.9 383  72 0.3

税引前中間(当
期)純利益

  84 0.8  － － △84  21 0.1

税引前中間純
損失

  － －  505 △5.1 △505  － －
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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)

金額（百万円）
百分比
（％）

法人税、住民
税及び事業税

 8   8    17   

法人税等調整
額

 △4 4 0.1 154 163 1.6 158 2 20 0.1

中間（当期）
純利益

  80 0.7  － － △80  0 0.0

中間純損失   － －  668 △6.7 △668  － －
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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

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

中間会計期間中の変動額
（百万円）

      

新株の発行（百万円） 416 414  414   

中間純利益（百万円）     80 80

自己株式の処分（百万円）   30 30   

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（百万円）

      

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

416 414 30 445 80 80

平成18年９月30日残高（百万円） 4,178 1,414 662 2,077 177 177

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
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

平成18年３月31日残高（百万円） △139 5,351 40 40 5,392

中間会計期間中の変動額
（百万円）

     

新株の発行（百万円）  831   831

中間純利益（百万円）  80   80

自己株式の処分（百万円） 137 168   168

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（百万円）

  △84 △84 △84

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

137 1,080 △84 △84 996

平成18年９月30日残高（百万円） △1 6,432 △43 △43 6,388
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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

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19年３月31日残高（百万円） 4,178 1,414 662 2,077 97 97

中間会計期間中の変動額
（百万円）

      

中間純損失（百万円）     △668 △668

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（百万円）

      

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

    △668 △668

平成19年９月30日残高（百万円） 4,178 1,414 662 2,077 △570 △570

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
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

平成19年３月31日残高（百万円） △1 6,352 △92 △92 6,260

中間会計期間中の変動額
（百万円）

     

中間純損失（百万円）  △668   △668

株主資本以外の項目の中間会計期
間中の変動額（百万円）

  31 31 31

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

 △668 31 31 △636

平成19年９月30日残高（百万円） △1 5,684 △60 △60 5,623
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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

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

事業年度中の変動額（百万円）       

新株の発行（百万円） 416 414  414   

当期純利益（百万円）     0 0

自己株式の取得（百万円）       

自己株式の処分（百万円）   30 30   

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（百万円）

      

事業年度中の変動額合計
（百万円）

416 414 30 445 0 0

平成19年３月31日残高（百万円） 4,178 1,414 662 2,077 97 97

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
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

平成18年３月31日残高（百万円） △139 5,351 40 40 5,392

事業年度中の変動額（百万円）      

新株の発行（百万円）  831   831

当期純利益（百万円）  0   0

自己株式の取得（百万円） △0 △0   △0

自己株式の処分（百万円） 137 168   168

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（百万円）

  △133 △133 △133

事業年度中の変動額合計
（百万円）

137 1,000 △133 △133 867

平成19年３月31日残高（百万円） △1 6,352 △92 △92 6,260
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

 

(1）有価証券

子会社株式

…移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

 

 

 

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）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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）

 

 

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、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

(2）たな卸資産

同左

 

(2）たな卸資産

同左

 

２　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

…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　　７～24年

（会計方針の変更） 

  平成19年度の法人税法改正に伴い、

当中間会計期間より、平成19年４月

１日以降取得した有形固定資産につ

いては「新定率法」を採用しており

ます。この変更に伴う影響額は軽微

であります。

（追加情報） 

  平成19年度の法人税法改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した会計年度

の翌会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。この変更

に伴う影響額は軽微であります。

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

３　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。

　―――――

 

株式交付費

…支出時に全額費用として処理して

おります。

４　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

(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、

支給見込額の当中間期負担額を計

上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、

支給見込額を計上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

(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

(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、当中

間期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。

　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「その

他」に計上しております。

(4）退職給付引当金

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「その他」

に計上しております。

 

 

(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

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　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 同左

６　その他中間財務諸表（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

消費税等の会計処理方法

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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）

　当中間会計期間から「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6,388百万円であります。

　中間財務諸表等規則の改正により、当中間

会計期間における中間財務諸表は、改正後の

中間財務諸表等規則により作成しております。

　　　　　　――――――――

 

（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。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間末において流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「短期貸付金」は、資産総額の100

分の５を超えたため、当中間会計期間末から区分掲記して

おります。

　なお、前中間会計期間末の「短期貸付金」の金額は２百

万円であります。

（中間損益計算書）

　「シンジケートローン手数料」は、営業外費用の総額の

100分の10を超えたため、当中間会計期間から区分掲記す

ることとしました。なお、前中間会計期間は営業外費用の

「その他」に３百万円含まれております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

1,470百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

1,497百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、

1,518百万円であります。

※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。

※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。

※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）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

販売用土地 512百万円 販売用土地 489百万円 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 (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
50

計 250

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
43

計 243

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。

　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。

　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（42名）

535百万円

(1）住宅資金つなぎ融資に対する保証

つなぎ融資利用者（45名）

614百万円

(1）住宅資金つなぎ融資に対する保証

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

住宅ローン利用者（175名）

3,503百万円

(2）住宅ローン融資に対する保証

住宅ローン利用者（144名）

2,740百万円

(2）住宅ローン融資に対する保証

住宅ローン利用者（159名）

3,092百万円

※４　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中間

会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

※４　　　　　―――――― ※４　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事業

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 5,200

差引額 3,700

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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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　１　有形固定資産の減価償却費は、46百万

円であります。

　１　有形固定資産の減価償却費は、49百万

円であります。

１　有形固定資産の減価償却費は、94百万円

であります。

※２　その他営業外収益の主なものは、次の

とおりであります。

※２　その他営業外収益の主なものは、次の

とおりであります。

※２　その他営業外収益の主なものは、次の

とおりであります。

受取手数料 30百万円

受取配当金 17

受取手数料 33百万円

受取配当金 26

受取手数料 64百万円

受取配当金 166

※３　　　　　───── ※３　特別利益の主なものは、次のとおりで

あります。

※３　　　　　─────

 固定資産売却益 5百万円

貸倒戻入益  2

※４　特別損失は、固定資産除却損でありま

す。

※４　その他特別損失の主なものは、次のと

おりであります。

※４　特別損失の主なものは、次のとおりで

あります。

 固定資産除却損 12百万円

投資有価証券評価損 100

固定資産除却損 3百万円

たな卸資産評価損 12

投資有価証券評価損 53
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 353,416 20 350,000 3,436

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次のとおりであります。

　普通株式の増加20株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　減少数の内訳は、次のとおりであります。

　普通株式の減少350,000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。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 3,459 － － 3,459

 

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 353,416 43 350,000 3,459

（変動事由の概要）

　増加数の内訳は、次のとおりであります。

　普通株式の増加　43株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　減少数の内訳は、次のとおりであります。

　普通株式の減少350,000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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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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

（借主側）

　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

（借主側）

　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

（借主側）

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

累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

有形固定資
産
（その他）

469 171 297

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

有形固定資
産
（その他）

162 124 38

無形固定資
産

16 3 12

合計 179 127 51

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定資
産
（その他）

514 230 283

無形固定資
産

16 1 14

合計 530 232 298

２　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 ２　未経過リース料期末残高相当額

１年内 101百万円

１年超 251

計 353

１年内 38百万円

１年超 43

計 81

１年内 120百万円

１年超 275

計 395

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

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

(1）支払リース料 53百万円

(2）減価償却費相当額 62

(3）支払利息相当額 5

(1）支払リース料 21百万円

(2）減価償却費相当額 12

(3）支払利息相当額 2

(1）支払リース料 125百万円

(2）減価償却費相当額 172

(3）支払利息相当額 12

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

10％として定率法により計算した額に、10

／９を乗じて算出しております。

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ないた

め、項目等の記載は省略しております。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあ

るものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　企業結合に関する事項につきましては、「４．中間連結財務諸表の（重要な後発事象）」に記載のとおりでありま

す。

７．その他
 　 該当事項はありません。
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