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（百万円未満切捨て）

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 4,304 8.9 △77 － △131 － △107 －

18年９月中間期 3,953 25.0 30 － △6 － △3 －

19年３月期 7,723 13.0 △159 － △252 － △378 －

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 △13 32 － －

18年９月中間期 △0 38 － －

19年３月期 △47 11 － －

（参考）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）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 6,779 92 1.4 11 46

18年９月中間期 7,402 543 7.3 67 57

19年３月期 6,607 202 3.1 25 20

（参考）自己資本 19年９月中間期 92百万円 18年９月中間期 543百万円 19年３月期 202百万円

(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 △66 70 75 1,089

18年９月中間期 219 98 △100 1,106

19年３月期 △215 136 200 1,009

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － － － 0 00

20年３月期 － － － －

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）

　当社は平成19年5月25日締結の合併契約により、平成19年10月1日付で東北ミサワホーム株式会社と合併したため、

連結業績予想を表示しておりません。
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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）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、14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９月中間期 8,038,200株 18年９月中間期 8,038,200株 19年３月期 8,038,200株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －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、22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 3,865 2.7 △115 － △164 － △116 －

18年９月中間期 3,762 19.3 18 － △15 － △0 －

19年３月期 7,037 △1.1 △206 － △287 － △367 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △14 55

18年９月中間期 △0 02

19年３月期 △45 67

(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 6,611 87 1.3 10 90

18年９月中間期 7,275 539 7.4 67 15

19年３月期 6,526 207 3.2 25 86

（参考）自己資本 19年９月中間期 87百万円 18年９月中間期 539百万円 19年３月期 207百万円

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）

　当社は平成19年5月25日締結の合併契約により、平成19年10月1日付で東北ミサワホーム株式会社と合併したため、

業績予想を表示しておりません。
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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我が国経済は、堅調な企業収益を背景に積極的な設備投資や雇用環境の改善が見られ、

首都圏を中心に不動産投資が活発化するなど景気に明るい兆しが見られるようになりました。しかし、原材料価格や

原油価格の高騰やゼロ金利解除に伴う金利上昇等、先行き不透明感が漂う中、消費の回復は地域格差が鮮明になるな

ど、全国的な景気回復には今しばらく時間を要するものと思われます。

　住宅業界におきましては、全国の新築住宅着工戸数は前年同期比19.7%減の53万戸、当社の販売エリアであります秋

田、青森両地区におきましてもそれぞれ24.8％減、19.4％減と依然として厳しい状態が続いております。

　当中間連結会計期間は、「GENIUS SMART STYLE 蔵」や当社オリジナル商品「Viki FEMY 北日本」の販売を中心に受

注の拡大を目指してまいりましたが、大幅な受注の回復にはいたらず、売上高は43億4百万円（前中間連結会計期間比

8.9%増）、経常損失は、1億31百万円（前中間連結会計期間は6百万円の損失）当期純損失は、1億7百万円（前中間連

結会計期間は3百万円の損失）となりました。

　なお、セグメント別の業績は次の通りであります。

①住宅請負事業

　当中間連結会計期間は、新商品発表会や新キャンペーンをスタートさせるなど積極的に営業展開を進めてまいりま

したが、競合値引が多く収益が悪化した結果、売上高は29億38百万円（前中間連結会計期間比3.2%増）、営業損失は

29百万円（前中間連結会計期間は15百万円の利益）と赤字に転落いたしました。

②分譲事業

　当中間連結会計期間は古い分譲地の処分販売を重点的に進めた結果、売上高は7億24百万円（前中間連結会計期間比

3.7％増）、営業損失は97百万円（前中間連結会計期間は18百万円の損失）となりました。

③その他事業

　当中間連結会計期間は、子会社のミサワホームイング北日本㈱の業績が好調だったため、売上高は6億41百万円（前

中間連結会計期間比57.5％増）、営業利益は74百万円（前中間連結会計期間比3.3%増）となりました。

(2）財政状態に関する分析

①財政状態の分析

（流動資産）

　当中間連結会計期間における流動資産の残高は、前中間連結会計期間に比べ3億73百万円減少し50億93百万円となり

ました。これは主に、たな卸資産の減少（前中間連結会計期間に比べ1億4百万円の減少）、受取手形及び完成工事未

収入金及び分譲事業未収入金の減少（前中間連結会計期間に比べ1億55百万円の減少）等によるものであります。 

　　（固定資産）

　当中間連結会計期間における固定資産の残高は、前中間連結会計期間に比べ2億48百万円減少し16億86百万円となり

ました。これは主に、有形固定資産の減少（前中間連結会計期間に比べ89百万円の減少）、投資有価証券の減少（前

中間連結会計期間に比べ1億59百万円の減少）等によるものであります。

　　（流動負債）

　当中間連結会計期間における流動負債の残高は、前中間連結会計期間に比べ3億30百万円減少し62億19百万円となり

ました。これは主に、預り金の減少（前中間連結会計期間に比べ6億89百万円の減少）、短期借入金の増加（前中間連

結会計期間に比べ1億75百万円の増加）、未成工事受入金及び分譲事業受入金の増加（前中間連結会計期間に比べ1億

95百万円の増加）等によるものであります。

　　（固定負債）

　当中間連結会計期間における固定負債の残高は、前中間連結会計期間に比べ1億58百万円増加し4億68百万円となり

ました。これは主に、長期借入金の増加（前中間連結会計期間に比べ2億円の増加）、役員退職慰労引当金の減少（前

中間連結会計期間に比べ26百万円の減少）等によるものであります。

　　②流動性及び資金の源泉

　1.キャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、66百万円の減少になりました。税金等調整前

当期純損失が99百万円になったことに加え、たな卸資産の増加1億37百万円、売上債権の増加40百万円等が、仕入債務

の増加2億55百万円等のキャッシュの増加要因を上回ったためであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、70百万円の増加になりました。これは主に投資有価証券の売却による収入

1億6百万円等によるものであります。
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　財務活動によるキャッシュ・フローは、75百万円の増加になりました。これは短期借入金の減少1億24百万円および

長期借入金の増加2億円によるものであります。

　　　2.資金需要

　当社グループの運転資金需要のうち主なもは、住宅部材の購入のほか、分譲土地の仕入れ、外注費、販売費及び一

般管理費等の営業費用によるものであります。営業費用の主なものは、人件費及び広告宣伝費等であります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置づけるとともに、業績に裏付けられた成果の

安定的な配分をはかることを基本方針としております。

　従いまして、現状の純資産の状況等を勘案し、誠に遺憾ではありますが当期は無配とさせていただきます。

(4）事業等のリスク

①　競合について

　当社は、住宅請負事業、分譲事業、その他住宅に付随する事業を行っておりますが、いずれの分野においても強力

な競合他社が存在しております。今後、当社が魅力的な商品展開を行えなかった場合、販売数の減少から当社の経営

成績が影響を受ける場合があります。 

②　地盤沈下等アフターサービスについて

　当社は、住宅請負を実施するにあたり、綿密な地盤調査等を行っておりますが、それでも地盤沈下等によって家屋

が傾くなどの可能性があります。また、施工不良、部材の製造不良等による雨漏り、外壁の凍害等が発生する可能性

もあります。今後、当社の責による欠陥住宅を製造・引渡しした場合、改修・改良費用が発生し当社の経営成績が影

響を受ける場合があります。

③　降雪について

　当社は、秋田・青森両県（以下当地域と言う）を販売エリアにしております。当地域は冬期間は雪が降りますが、

当社では冬期間でも住宅を建設出来る体制を既に確立しております。しかしながら、予想を超える大雪が長期間降り

続いた場合、予定していた棟数の完工が出来ず当社の経営成績が影響を受ける場合があります。

④　販売用不動産について

　当社は、分譲事業において、相当数の自社土地を保有しております。土地に関しては、立地条件、値段等を総合的

に勘案して仕入れておりますが、地価の急激な下落等により長期に渡って自社土地の売上が減少した場合、当社の経

営成績が影響を受ける場合があります。

⑤　仕入れ先について

　当社の仕入れ先は、ほとんどが兄弟会社ミサワホーム株式会社になっております。そのため、ミサワホーム株式会

社に事業上または財務上重要な問題が発生した場合、仕入が出来ず当社の経営成績が影響を受ける場合があります。

⑥　個人情報の保護について

　当社は、業務の性格上個人情報を扱います。社員に対しては徹底したモラル教育を行うとともに守秘義務を課して

対応しております。しかしながら万一情報漏洩が発生した時には、顧客からクレームを受け、損害賠償請求を受ける

可能性があります。このような場合、当社の信用が失墜し、さらに販売減少に陥り当社の経営成績が影響を受ける場

合があります。

⑦　人材について

　当社は、住宅についての専門知識を有する人材が業務に不可欠であります。仮に当社からこれらの者が大量に離脱

した場合、当社の経営成績が影響を受ける場合があります。

⑧　法的規制について

　当社の業務は、以下の3つの法律に則って行われております。

　Ⅰ建設業法…建設業許可の適正性、契約の適正性、下請け業者との契約等の適正性等

　Ⅱ宅建業法…免許・取引主任の適正性、業務の適正性等

　Ⅲ建築士法…事務所登録、設計・監理の適正性、帳簿、書面等の管理運用状況等

　関連法規や地域の条例が改正された場合には、当社の経営成績が影響を受ける場合があります。
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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、ミサワホーム北日本株式会社（当社）と子会社である秋田ミサワ建設

株式会社・青森ミサワ建設株式会社・ミサワホームイング北日本株式会社、当社の株式の78.44％を所有するミサワホー

ムホールディングス株式会社及び兄弟会社ミサワホーム株式会社で構成されており、事業は主に個人住宅の請負工事、

分譲住宅の販売及びその他の住宅関連事業を行っております。

　なお、当社は平成19年5月25日締結の合併契約により、平成19年10月1日付で東北ミサワホーム株式会社と合併いたし

ました。また、秋田ミサワ建設株式会社は平成19年9月30日開催の株主総会で解散の決議を行っており、平成19年12月下

旬には精算が結了する予定です。

　事業内容と当社及び関係会社の当該事業にかかる位置づけは次のとおりであります。

住宅請負事業------当社が顧客から住宅工事を請負い、ミサワホーム株式会社より住宅部材を仕入れて当社が施工管

理し、青森ミサワ建設株式会社他の指定外注先で施工し、販売しております。

分譲事業----------当社が宅地開発会社等より土地を購入し、住宅を施工し、土地付住宅として販売しております。

なお、ミサワホーム株式会社より住宅部材を仕入れて当社が施工管理し、青森ミサワ建設株式会

社他の指定外注先で施工しております。

その他事業--------当社が顧客より改築・メンテナンス工事、インテリア、住宅設備機器等を請負い、指定外注先で

施工し、販売しております。

不動産仲介については、当社が提携不動産会社の仲介情報等を使用して仲介業務を行っておりま

す。

　事業の系統図は、次のとおりであります。　

親会社

ミサワホームホールディングス㈱

部　　材

外注施工

改 築 ・ メ ン テ ナ ン ス 工 事 等
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負
事
業

分
譲
事
業

そ
の
他
事
業

住 宅 販 売

分 譲 土 地 建 物 販 売

　なお、親会社ミサワホームホールディングス株式会社は、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株式会社を吸収合併した後、商号をミサワホーム株式会社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

　当社は、「住まいづくりを通じて地域社会に貢献する」を基本理念とし、お客様第一主義に徹し、青森・秋田両県

における戸建住宅トップクラスのシェアをキープしながら、高効率、高収益経営を展開し、地域社会との共存共栄を

求めて親密な関係を保ちながら、北日本における住文化に貢献してまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは株主資本利益率（ROE)を経営指標として考えており、５％以上を維持することを目標としておりま

す。この目標の達成に向けて、当期は当社グループの主力事業である「住宅請負事業」および「分譲事業」において

さらなるコストの削減と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

　中長期的な経営戦略につきましては、環境保全や資源問題、高齢化と少子化に対処し、災害に強く安全で安心な商

品と企画の展開で、地域に密着したきめ細やかな販売戦略によって事業の拡大と販売網の充実を進めてまいります。

　環境との共生に配慮した太陽光発電住宅と同発電システムの普及、省資源に取り組んだ建築廃材を再利用した新素

材の活用、高齢化社会に備えたバリアフリー設計の福祉住宅と高齢者が健康で豊かな生活を送れる介護サービス付の

街づくり、低い予算で質の高い一戸建て住宅の建設が実現できる定期借地権付住宅など、快適で心豊かな生活と満足

度の高い住まいづくりを促進することによって、シェアの向上を図る戦略を基本としております。

(4）会社の対処すべき課題

　今後、住宅着工戸数が減少していく中で、限られた市場環境のもと、各社との競合に負けない強い営業力を保つこ

とが重要と考えられます。加えて当社独自の魅力的な商品展開、顧客満足度のさらなる向上、施工の合理化等により

厳しい環境下でも収益体質を維持し、キャッシュフローの改善を重視した経営を行ってまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,106,143 1,089,145 1,009,370

２．受取手形・完成工事
未収入金及び分譲事
業未収入金

227,555 71,815 31,193

３．たな卸資産 ※1,3 3,952,004 3,847,304 3,709,614

４．その他 185,861 87,527 110,943

貸倒引当金 △4,340 △2,559 △1,200

流動資産合計 5,467,224 73.9 5,093,232 75.1 △373,991 4,859,922 73.5

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物及び構築物 ※３ 999,886 1,015,487 978,860

減価償却累計額 548,329 451,557 571,654 443,832 558,332 420,528

(2) 土地 ※1,3 1,121,267 1,042,590 1,042,590

(3) その他 117,503 69,070 70,149

減価償却累計額 99,214 18,288 53,990 15,080 53,194 16,235

有形固定資産合計 1,591,113 21.5 1,501,503 22.1 △89,610 1,479,354 22.4

２．無形固定資産 7,505 0.1 7,505 0.1 － 7,505 0.1

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 233,714 74,134 152,788

(2) その他 167,161 161,406 166,755

貸倒引当金 △64,167 △58,173 △58,420

投資その他の資産合
計

336,708 4.5 177,367 2.6 △159,341 261,123 4.0

固定資産合計 1,935,327 26.1 1,686,375 24.9 △248,951 1,747,983 26.5

資産合計 7,402,552 100.0 6,779,608 100.0 △622,943 6,607,906 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形・買掛金・
工事未払金及び分譲
事業未払金

 1,056,531 1,048,967 793,268

２．短期借入金 ※３ 3,864,300 4,040,000 4,164,300

３．未成工事受入金及び
分譲事業受入金

631,626 827,415 695,929

４．預り金 803,135 113,739 222,728

５．賞与引当金 56,100 54,600 54,200

６．完成工事補償引当金 18,560 18,495 24,705

７．その他 119,383 116,002 140,318

流動負債合計 6,549,636 88.5 6,219,221 91.7 △330,415 6,095,449 92.2

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※３ － 200,000 －

２．退職給付引当金 151,033 144,348 146,372

３．役員退職慰労引当金 41,200 14,300 46,000

４．その他 117,553 109,587 117,513

固定負債合計 309,787 4.2 468,235 6.9 158,448 309,886 4.7

負債合計 6,859,423 92.7 6,687,456 98.6 △171,966 6,405,335 96.9

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  430,410 5.8 430,410 6.3 － 430,410 6.5

２　資本剰余金  397,545 5.4 397,545 5.9 － 397,545 6.0

３　利益剰余金  △251,192 △3.4 △733,936 △10.8 △482,744 △626,832 △9.5

株主資本合計  576,763 7.8 94,019 1.4 △482,744 201,122 3.0

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価
差額金

 △33,634 △0.5 △1,867 △0.0 31,767 1,447 0.0

評価・換算差額等合計  △33,634 △0.5 △1,867 △0.0 31,767 1,447 0.0

純資産合計  543,128 7.3 92,151 1.4 △450,976 202,570 3.1

負債純資産合計  7,402,552 100.0 6,779,608 100.0 △622,943 6,607,906 100.0
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 3,953,101 100.0 4,304,763 100.0 351,661 7,723,540 100.0

Ⅱ　売上原価 3,274,489 82.8 3,670,086 85.3 395,596 6,549,046 84.8

売上総利益 678,611 17.2 634,676 14.7 △43,934 1,174,493 15.2

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

１．広告宣伝費 103,288 97,291 215,124

２．給料手当 239,483 285,300 531,176

３．賞与引当金繰入
額

34,065 36,902 36,663

４．その他の引当金
繰入額

5,400 10,779 21,120

５．その他 266,000 648,238 16.4 281,470 711,745 16.5 63,507 530,070 1,334,154 17.3

営業利益または
損失(△)

30,372 0.8 △77,069 △1.8 △107,441 △159,661 △2.1

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 316 976 883

２．受取配当金 718 964 843

３．受取手数料 1,990 8,098 5,104

４．受入保証料 3,833 － －

５．受取賃借料 2,226 － 3,074

７．その他 4,038 13,123 0.3 8,224 18,264 0.4 5,140 12,917 22,824 0.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 47,903 72,772 104,435

２．その他 1,827 49,731 1.2 90 72,862 1.7 23,131 10,863 115,299 1.5

経常損失 6,235 △0.1 131,667 △3.1 △125,432 252,135 △3.3

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売
却益

－ 32,240 －

２．貸倒引当金戻入
益

3,900 246 7,408

３．固定資産売却益 ※１ 4,575 8,475 0.2 － 32,486 0.8 24,010 4,575 11,984 0.2

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 2,880 218 5,327

２．固定資産売却損 ※３ 110 － 1,633

３．その他 － 2,990 0.1 － 218 0.0 △2,772 124,618 131,579 1.7

税金等調整前中
間（当期）純損
失

750 △0.0 99,399 △2.3 △98,649 371,731 △4.8

法人税、住民税
及び事業税

3,194 7,703 6,106

法人税等調整額 △865 2,328 0.1 － 7,703 0.2 5,375 882 6,988 0.1

中間(当期)純損
失

3,079 △0.1 107,103 △2.5 △104,024 378,719 △4.9
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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

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他

有価証券

評価差額金

平成18年３月31日　残高（千円） 430,410 397,545 △248,113 579,842 4,275 584,118

中間連結会計期間中の変動額       

中間純損失   △3,079 △3,079  △3,079

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

    △37,910 △37,910

中間連結会計期間中の変動額合計　
　　　　　　　 （千円)

－ － △3,079 △3,079 △37,910 △40,989

平成18年９月30日　残高（千円） 430,410 397,545 △251,192 576,763 △33,634 543,128

　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 株主資本合計
その他

有価証券

評価差額金

平成19年３月31日　残高（千円） 430,410 397,545 △626,832 201,122 1,447 202,570

中間連結会計期間中の変動額       

中間純損失   △107,103 △107,103  △107,103

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

    △3,315 △3,315

中間連結会計期間中の変動額合計　
　　　　　　　 （千円)

－ － △107,103 △107,103 △3,315 △110,418

平成19年９月30日　残高（千円） 430,410 397,545 △733,936 94,019 △1,867 92,151

　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

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他

有価証券

評価差額金

平成18年３月31日　残高（千円） 430,410 397,545 △248,113 579,842 4,275 584,118

連結会計年度中の変動額       

当期純損失   △378,719 △378,719  △378,719

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

    △2,827 △2,827

連結会計年度中の変動額合計　　　
　　　　　 （千円)

－ － △378,719 △378,719 △2,827 △381,547

平成19年３月31日　残高（千円） 430,410 397,545 △626,832 201,122 1,447 202,570
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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（千円） 金額（千円） 増減(千円) 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間（当期）
純損失(△)

△750 △99,399  △371,731

減価償却費 16,336 15,248  32,411

貸倒引当金の増減額(減少:
△)

△3,954 1,113  △246,602

賞与引当金の増減額(減少:
△)

3,400 400  9,200

退職給付引当金の増減額
(減少:△)

△10,051 △2,023  △14,713

役員退職慰労引当金の増減
額(減少:△)

11,600 △31,700  16,400

投資有価証券評価損 － －  116,993

投資有価証券売却益 － △32,240  －

有形固定資産売却益 △4,575 －  △4,575

有形固定資産売却損 110 －  1,633

有形固定資産除却損 2,880 218  5,327

受取利息及び受取配当金 △1,042 △1,940  △1,727

支払利息 47,903 72,772  104,435

その他の特別損失 － －  7,625

売上債権の増減額(増加:
△)

143,065 △40,622  524,768

たな卸資産の増減額(増加:
△)

△206,815 △137,689  23,432

仕入債務の増減額
(減少:△)

△43,454 255,699  △378,183

その他の資産の増減額(増
加:△)

△161,219 29,428  24,776

その他の負債の増減額(減
少:△)

470,153 △12,099  42,237

小計 263,585 17,164 △246,421 △108,292

利息及び配当金の受取額 1,042 1,940  1,727

利息の支払額 △40,508 △74,758  △103,300

その他の特別損失の支払額 － －  △800

法人税等の支払額 △4,908 △10,576  △4,908

営業活動によるキャッシュ・
フロー

219,210 △66,229 △285,439 △215,574
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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（千円） 金額（千円） 増減(千円) 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

有形固定資産の取得による
支出

△2,851 △37,614  △7,624

有形固定資産の売却による
収入

33,480 －  62,608

投資有価証券の取得による
支出

△2 △3  △4

投資有価証券の売却による
収入

－ 106,600  －

連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による収入

90,695 －  90,695

出資金の払戻による収入 1,000 －  －

その他の投資の取得による
支出

△20,020 －  －

その他の投資の売却による
収入

1,103 －  1,517

長期貸付による支出 △8,940 △3,500  △19,140

長期貸付金の回収による収
入

3,850 4,822  8,277

投資活動によるキャッシュ・
フロー

98,316 70,304 △28,011 136,328

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:△)

△100,000 △124,300  200,000

長期借入金の純増減額(減
少:△)

－ 200,000  －

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△100,000 75,700 175,700 200,000

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 217,526 79,774 △137,752 120,753

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

888,617 1,009,370 120,753 888,617

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高

1,106,143 1,089,145 △16,998 1,009,370
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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 　連結の範囲に含めた子会社は、秋

田ミサワ建設㈱、青森ミサワ建設㈱

及びミサワホームイング北日本㈱の

３社であります。

　上記のうちミサワホームイング北

日本㈱については、当中間連結会計

期間において株式の追加取得により

子会社となったため連結の範囲に含

めております。

　連結の範囲に含めた子会社は、秋

田ミサワ建設㈱、青森ミサワ建設㈱

及びミサワホームイング北日本㈱の

３社であります。

　連結の範囲に含めた子会社は、秋

田ミサワ建設㈱、青森ミサワ建設㈱

及びミサワホームイング北日本㈱の

３社であります。

　上記のうちミサワホームイング北

日本㈱については、当連結会計年度

において株式の追加取得により子会

社となったため連結の範囲に含めて

おります。

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 同左 同左

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

連結子会社の中間決算日と中間連結

決算日は一致しております。

同左 連結子会社の事業年度の末日と連結

決算日は一致しております。

４．会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

１．有価証券

その他有価証券

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

未成工事支出金・未成分譲支

出金・分譲土地建物・商品・

貯蔵品

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（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）によっております。

なお、主な耐用年数は次の通

りであります。

建物及び構築物　４～50年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産

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

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）

　（会計方針の変更）

　当社および連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当中間連

結会計期間より、平成19年4月

1日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。

　これによる損益に与える影響

は軽微であります。

　（追加情報）

　当社および連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、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。

　これによる損益に与える影響

は軽微であります。

(3）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勘案し、

回収不能見込額を計上してお

ります。

(3）重要な引当金の計上基準

１．貸倒引当金

同左

(3）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

従業員への賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当

中間連結会計期間負担分を計

上しております。

２．賞与引当金

同左

２．賞与引当金

従業員への賞与の支給に備え

るため、支給見込額のうち当

連結会計年度負担分を計上し

ております。

３．完成工事補償引当金

完成工事の補償に係る瑕疵担

保の費用に備えるため、過年

度の保証工事費の完成工事高

に対する実績率による額の他、

個別に発生可能性を検討して

計上しております。

３．完成工事補償引当金

同左

３．完成工事補償引当金

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成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）

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

る簡便法（責任準備金を退職

給付債務とみなす方法）によ

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。

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

る簡便法（責任準備金を退職

給付債務とみなす方法）によ

る退職給付債務及び年金資産

の額に基づき計上しておりま

す。

５．役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく当中

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

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

(4）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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

１．消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(5）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

１．消費税等の会計処理方法

同左

(5）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

１．消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会

計処理方法は税抜き方式に

よっており、控除対象外消費

税及び地方消費税は、当連結

会計年度の費用として処理し

ております。

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

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カ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成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）

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

543,128千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、中間連結

財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しております。

────── 　（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当連結会計年度より、「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の合計に相当する金額は

202,570千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照

表の純資産の部については、連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

  （企業結合に係る会計基準等）

　当中間連結会計期間から「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31

日）及び「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」（企業会計基準委員

会　平成17年12月27日　企業会計基準適用指針

第10号）を適用しております。

────── 　（企業結合に係る会計基準等）

　当連結会計年度から「企業結合に係る会計基

準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）、

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会　平成17年12月27日）及び「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」（企業会計基準委員会　平成17年12月27

日　企業会計基準適用指針第10号）を適用して

おります。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成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）

（中間連結貸借対照表）

　「預り金」は、前中間連結会計期間末は流動負債の「その他」に含

めて表示しておりましたが、負債純資産の100分の５を超えたため区分

掲記しました。

　なお前中間連結会計期間における「預り金」の金額は307,442千円で

あります。

 ──────

（中間連結損益計算書）

　営業外収益の受取手数料は、前中間連結会計期間まで「その他」に

含めて表示しておりましたが、営業外収益の総額の100分の10を超えた

ため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間における「受取手数料」の金額は476千円

であります。

（連結損益計算書）

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました営業外収益の「受

取賃借料」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営業

外収益の「その他」に含めて表示することにしました。

（中間キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において財務活動によるキャッシュ・フローの

「短期借入による収入」及び「短期借入金の返済による支出」を区分

掲記しておりましたが、借入形態が手形貸付から当座貸越へ変更になっ

たため、当中間連結会計期間より「短期借入金の純増減額」として純

額表示しております。

　なお、当中間連結会計期間の「短期借入による収入」は1,400,000千

円、「短期借入金の返済による支出」は1,500,000千円であります。

 ──────

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
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１．　　　　─────── ※１．　　　　─────── ※１．従来有形固定資産としていた土地67,000

千円は当連結会計年度から所有目的を変

更し、たな卸資産に振替表示しておりま

す。

　２．偶発債務

保証債務は次のとおりであります。

(1）住宅購入者のための住宅ローンに対す

る保証債務

　２．偶発債務

保証債務は次のとおりであります。

(1）住宅購入者のための住宅ローンに対す

る保証債務

　２．偶発債務

保証債務は次のとおりであります。

(1）住宅購入者のための住宅ローンに対す

る保証債務

16,598千円 6,906千円 13,277千円

(2）住宅購入者のためのつなぎ融資に対す

る保証債務

(2）住宅購入者のためのつなぎ融資に対す

る保証債務

(2）住宅購入者のためのつなぎ融資に対す

る保証債務

803,700千円 596,900千円 266,600千円

※３．担保に供している資産

たな卸資産 52,280千円

建物及び構築物 219,157千円

土地 1,032,780千円

　計 1,304,219千円

上記物件は、短期借入金3,764,300千円の

担保に供しております。

※３．担保に供している資産

たな卸資産 144,625千円

建物及び構築物 367,655千円

土地 1,032,780千円

　計 1,545,061千円

上記物件は、短期借入金3,940,000千円及

び長期借入金200,000千円の担保に供して

おります。

※３．担保に供している資産

たな卸資産 52,280千円

建物及び構築物 378,628千円

土地 1,032,780千円

　計 1,463,690千円

上記物件は、短期借入金4,064,300千円の

担保に供しております。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成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．固定資産売却益の内容は次の通りであ

ります。

※１．　　　　─────── ※１．固定資産売却益の内容は次の通りであ

ります。

建物 3,991千円

土地 584千円

建物 3,991千円

土地 584千円

※２．固定資産除却損の内容は次の通りであ

ります。

※２．固定資産除却損の内容は次の通りであ

ります。

※２．固定資産除却損の内容は次の通りであ

ります。

工具器具備品 2,880千円 建物 119千円

構築物 33千円

工具器具備品 65千円

車輌運搬具 252千円

工具器具備品 5,074千円

※３．固定資産売却損の内容は次の通りであ

ります。

※３．　　　　─────── ※３．固定資産売却損の内容は次の通りであ

ります。

車輌運搬具 110千円 建物 939千円

構築物 583千円

車輌運搬具 110千円

（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．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 8,038 － － 8,038

合計 8,038 － － 8,038

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．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
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 8,038 － － 8,038

合計 8,038 － － 8,038

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．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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 8,038 － － 8,038

合計 － － － 8,038
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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）

(1）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

(1）現金及び現金同等物の中間期末残高と連

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

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金 1,106,143千円

現金及び現金同等物 1,106,143千円

現金及び預金 1,089,145千円

現金及び現金同等物 1,089,145千円

現金及び預金 1,009,370千円

現金及び現金同等物 1,009,370千円

（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

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
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

建物及び構築
物

120,063 14,424 105,639

その他 77,151 26,514 50,637

合計 197,215 40,938 156,276

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

建物及び構築
物

120,063 44,440 75,623

その他 56,409 19,076 37,227

合計 176,472 63,516 112,851

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

建物及び構築
物

120,063 29,432 90,631

その他 68,907 25,393 43,513

合計 188,971 54,826 134,145

(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 41,910千円

１年超 117,670

合計 159,581

１年内 40,094千円

１年超 77,576

合計 117,670

１年内 40,809千円

１年超 96,148

合計 136,957

(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

支払リース料 13,232千円

減価償却費相当額 13,271

支払利息相当額 1,018

支払リース料 22,556千円

減価償却費相当額 20,397

支払利息相当額 1,875

支払リース料 38,187千円

減価償却費相当額 34,200

支払利息相当額 3,193

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左
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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日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 244,104 210,469 △33,634

合計 244,104 210,469 △33,634

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

非上場株式 23,245

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 53,756 51,889 △1,867

合計 53,756 51,889 △1,867

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

非上場株式 22,245

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 128,113 130,543 2,430

合計 128,113 130,543 2,430

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券

非上場株式 22,245
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末　（平成18年９月30日現在）

　当社グループは、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。

当中間連結会計期間末　（平成19年９月30日現在）

　当社グループは、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。

前連結会計年度末　（平成19年３月31日現在）

　当社グループは、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。

（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（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

住宅請負事
業（千円）

分譲事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 2,846,462 699,243 407,394 3,953,101 － 3,953,101

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 2,846,462 699,243 407,394 3,953,101 － 3,953,101

営業費用 2,830,723 717,524 335,155 3,883,403 39,325 3,922,728

営業利益または営業損失（△） 15,738 △18,280 72,239 69,697 (39,325) 30,372

当中間連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

住宅請負事
業（千円）

分譲事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 2,938,271 724,986 641,505 4,304,763 － 4,304,763

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 2,938,271 724,986 641,509 4,304,763 － 4,304,763

営業費用 2,968,150 822,163 566,867 4,357,181 24,650 4,381,832

営業利益または営業損失（△） △29,879 △97,177 74,638 △52,418 (24,650) △77,069
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前連結会計年度（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

住宅請負事
業（千円）

分譲事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 5,287,194 1,375,277 1,061,068 7,723,540 － 7,723,540

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 5,287,194 1,375,277 1,061,068 7,723,540 － 7,723,540

営業費用 5,426,636 1,441,500 942,326 7,810,462 72,739 7,883,201

営業利益または営業損失（△） △139,442 △66,222 118,742 △86,922 (72,739) △159,661

　（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 事業内容

住宅請負事業 木質住宅の建築請負

分譲事業 住宅の分譲、土地の販売

その他事業

ビル・マンション等の建築請負

改築・リフォーム工事

不動産の仲介

建築確認申請及び調査

住宅設備・家具等の販売

３．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、前連結会計年度は72,739千円、

前中間連結会計期間は39,325千円及び当中間連結会計期間は24,650千円であり、その主なものは、役員報酬

及び役員退職慰労引当金繰入額であります。

４．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)に記載のとおり当社及び連結子会社3社は、

有形固定資産の減価償却の方法を変更しております。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であり

ます。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び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

結子会社がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、海外売上高がないため、該当事項

はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成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   67円57銭

１株当たり中間純損失 0円38銭

１株当たり純資産額 11円46銭

１株当たり当期純損失 13円32銭

１株当たり純資産額 25円20銭

１株当たり当期純損失 47円11銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在していないため記載しておりませ

ん。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在してい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、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（当期）純損失額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成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株当たり中間（当期）純損失金額

中間（当期）純損失（千円） 3,079 107,103 378,719

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円）
3,079 107,103 378,719

期中平均株式数（千株） 8,038 8,038 8,038

（重要な後発事象）

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）

────── 　当社は平成19年5月25日締結の合併契

約により、平成19年10月1日付で東北ミ

サワホーム株式会社と合併いたしました。

　当社は平成19年5月25日締結の合併

契約により、平成19年10月1日付で東

北ミサワホーム株式会社と合併いたし

ます。なお、合併に関する事項の概要

は以下のとおりであります。

 

１．合併の目的

両社は、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戦略の一環とし

て合併するもので、合併による財務基

盤や営業基盤の強化をベースに、エリ

アごとの商品戦略強化や地域ごとの強

化事業セグメントの選択等、従来より

一層踏み込んだ営業施策を展開してゆ

くとともに、合併による営業、設計、

建設、管理、CS面でのノウハウの共有

や人材の交流、本社機能の集約化等に

より、業務効率の改善とコスト削減を

図ってまいります。
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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）

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）

  ２．合併の要旨

(1) 合併の日程

合併に関する覚書締結　平成19年5月

11日

合併契約承認取締役会　平成19年5月

25日

合併契約締結　平成19年5月25日

東北ミサワホーム㈱合併承認定時株主

総会

　平成19年6月28日

ミサワホーム北日本㈱合併承認定時株

主総会

　平成19年6月28日

上場廃止予定日（ミサワホーム北日本

㈱）

　平成19年9月下旬

合併の効力発生日　平成19年10月1日

合併登記　平成19年10月1日

株券交付日　平成19年11月下旬

ただし、今後手続きを進める中で、や

むを得ない状況が生じた場合は、両社

協議の上、日程を変更することがあり

ます。

(2) 合併方式

　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

㈱は解散するものとします。

(3) 合併比率

　東北ミサワホーム㈱（存続会社）…

1

　ミサワホーム北日本㈱（消滅会社）

…0.48

(注) 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) 合併比率の算定根拠等

　本合併の合併比率については、その

公正性を担保するための手続きの一環

として、東北ミサワホーム㈱及びミサ

ワホーム北日本㈱が個別に第三者機関

に合併比率の算定について専門家とし

ての意見を求めることとし、東北ミサ

ワホーム㈱はPwCアドバイザリー㈱に、

ミサワホーム北日本㈱はブリッジ共同

公認会計士事務所に、それぞれ合併比

率の算定を依頼いたしました。
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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）

  ３．合併相手会社の主な事業内容、規

模(平成19年3月末現在)

(1) 商号　東北ミサワホーム株式会

社

(2) 主な事業内容

宮城・岩手・山形各県における工業化

住宅の販売・施工

(3) 規模

資本金　4,178百万円

発行済株式数　18,277,196株

純資産（連結）　5,935百万円

総資産（連結）　21,041百万円

総負債（連結）　15,105百万円

売上高（連結）　25,927百万円

営業利益（連結）　151百万円

経常利益（連結）　84百万円

当期純損失（連結）　676百万円

従業員数（連結）　499名

東北ミサワホーム株式会社(旧ミサワホーム北日本株式会社分)(1907(旧 1748 分)) 平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 25 －



５．部門別売上高・受注高及び受注残高

(1）部門別売上高

 （単位：千円）

種類

前中間連結会計年度
（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）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

住宅請負事業 個人住宅等 2,846,462 72.0 2,938,271 68.3 5,287,194 68.5

分譲事業 土地付分譲住宅等 699,243 17.7 724,986 16.8 1,375,277 17.8

 メンテナンス工事等 338,633 8.6 581,428 13.5 933,332 12.1

その他 仲介手数料等 68,761 1.7 60,077 1.4 127,735 1.6

小計 407,394 10.3 641,505 14.9 1,061,068 13.7

合計 3,953,101 100.0 4,304,763 100.0 7,723,540 100.0

(2）受注高及び受注残高

 （単位：千円）

種類

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）

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

住宅請負事業 3,159,644 3,099,325 2,054,054 2,087,484 5,472,752 2,971,701

分譲事業 645,652 71,224 735,826 144,385 1,384,007 133,544

その他事業 586,090 187,458 830,815 319,695 1,182,692 130,385

合計 4,391,388 3,358,007 3,620,697 2,551,565 8,039,451 3,235,631
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 963,957 904,102 843,108

２．完成工事未収入金 146,641 27,511 14,578

３．分譲事業未収入金 20,400 32,435 667

４．分譲土地建物 ※４ 3,138,833 3,119,019 2,966,740

５．未成工事支出金 522,600 427,368 382,928

６．未成分譲支出金 187,228 141,186 247,593

７．その他のたな卸資産 3,347 1,938 3,247

８．その他 251,840 88,301 110,153

貸倒引当金 △4,340 △1,200 △1,200

流動資産合計 5,230,510 71.9 4,740,664 71.7 △439,845 4,567,818 70.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物
※１
※４

430,256 423,123 398,720

(2) 土地 ※４ 1,054,267 1,042,590 1,042,590

(3) その他 ※１ 39,218 35,521 37,729

有形固定資産合計 1,523,743 20.9 1,501,236 22.7 △22,506 1,479,041 22.7

２．無形固定資産 7,432 0.1 7,432 0.1 － 7,432 0.1

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 263,714 94,134 152,788

(2) 関係会社貸付金 418,500 368,500 418,500

(3) その他 135,512 139,754 165,002

貸倒引当金 △303,967 △240,673 △264,320

投資その他の資産合
計

513,758 7.1 361,715 5.5 △202,043 471,970 7.2

固定資産合計 2,044,934 28.1 1,870,384 28.3 △224,550 1,958,444 30.0

資産合計 7,275,444 100.0 6,611,048 100.0 △664,396 6,526,263 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 577,010 538,113 486,368

２．工事未払金 372,529 384,857 265,213

３．分譲事業未払金 17,314 49,031 1,747

４．短期借入金 ※４ 3,864,300 4,040,000 4,164,300

５．未払法人税等 3,132 5,592 6,075

６．未成工事受入金 570,520 760,231 671,435

７．預り金 802,179 112,793 222,055

８．賞与引当金 45,000 45,000 44,000

９．完成工事補償引当金 18,560 18,495 24,705

10．その他 ※２ 155,369 101,107 122,632

流動負債合計 6,425,917 88.3 6,055,221 91.6 △370,695 6,008,533 92.1

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※４ － 200,000 －

２．退職給付引当金 151,033 144,348 146,372

３．役員退職慰労引当金 41,200 14,300 46,000

４．その他 117,553 109,587 117,513

固定負債合計 309,787 4.3 468,235 7.1 158,448 309,886 4.7

負債合計 6,735,704 92.6 6,523,457 98.7 △212,247 6,318,419 96.8

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１　資本金  430,410 5.9 430,410 6.5 － 430,410 6.6

２　資本剰余金  

(1) 資本準備金 107,602 107,602 107,602

(2) その他資本剰余金 289,943 289,943 289,943

資本剰余金合計 397,545 5.5 397,545 6.0 － 397,545 6.1

３　利益剰余金  

(1) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金 △254,580 △738,496 △621,559

利益剰余金合計  △254,580 △3.5 △738,496 △11.2 △483,916 △621,559 △9.5

株主資本合計  573,375 7.9 89,458 1.4 △483,916 206,395 3.2

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券評価

差額金
△33,634 △0.5 △1,867 △0.0 31,767 1,447 0.0

評価・換算差額等合計 △33,634 △0.5 △1,867 △0.0 31,767 1,447 0.0

純資産合計 539,740 7.4 87,591 1.3 △452,148 207,843 3.2

負債純資産合計 7,275,444 100.0 6,611,048 100.0 △664,396 6,526,263 100.0
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減 
(千円)

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　完成工事高 2,846,462  2,938,271  5,287,194  

Ⅱ　完成工事原価 2,327,868  2,459,834  4,413,840  

完成工事総利益 518,593  478,436  873,353  

Ⅲ　分譲事業売上高 699,243  724,986  1,375,277  

Ⅳ　分譲事業売上原価 671,630  744,832  1,355,795  

分譲事業総利益 27,613  △19,846  19,482  

Ⅴ　その他売上高等収入 217,106  202,393  375,139  

Ⅵ　その他売上高等収入
原価

140,069  143,346  243,496  

その他売上高等総
利益

77,037  59,046  131,642  

売上高合計 3,762,813 100.0 3,865,650 100.0 102,837 7,037,611 100.0

売上原価合計 3,139,567 83.4 3,348,014 86.6 208,447 6,013,132 85.4

売上総利益合計 623,245 16.6 517,635 13.4 △105,609 1,024,478 14.6

Ⅶ　販売費及び一般管理
費

604,797 16.1 632,902 16.4 28,105 1,230,848 17.5

営業利益または損
失(△)

18,448 0.5 △115,266 △3.0 △133,715 △206,370 △2.9

Ⅷ　営業外収益

１．受取利息 316 6,149 6,345

２．受取配当金 718 964 843

３．その他 16,122 15,994 26,365

営業外収益合計 17,158 0.5 23,108 0.6 5,950 33,554 0.5

Ⅸ　営業外費用

１．支払利息 47,903 72,772 104,435

２．その他 2,840 － 10,743

営業外費用合計 50,744 1.4 72,772 1.9 22,028 115,179 1.6

経常損失 15,138 △0.4 164,931 △4.3 △149,792 287,995 △4.1

Ⅹ　特別利益

１．投資有価証券売却
益

－ 32,240 －

２．貸倒引当金戻入益 16,360 23,646 53,768

３．固定資産売却益 ※１ 4,575 － 4,575

特別利益合計 20,935 0.6 55,886 1.4 34,950 58,344 0.8

XI　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 2,880 218 5,327

２．固定資産売却損 ※３ 110 － 1,633

３．その他 － － 124,618

特別損失合計 2,990 0.1 218 0.0 △2,772 131,579 1.9

税引前中間(当期)純
利益または損失(△)

2,805 0.1 △109,262 △2.8 △112,068 △361,230 △5.1

法人税、住民税及び
事業税

2,943  7,673   5,886  

法人税等調整額 － 2,943 0.1 － 7,673 0.2 4,730 － 5,886 0.1

中間(当期)純損失 137 △0.0 116,936 △3.0 △116,799 367,116 △5.2
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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

株主資本合計
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(千円)

 
430,410 107,602 289,943 397,545 △254,443 △254,443 573,512

中間会計期間中の変動額

中間純損失（△）     △137 △137 △137

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
       

中間会計期間中の変動額合計(千

円)
－ － － － △137 △137 △137

平成18年９月30日 残高(千円)

 
430,410 107,602 289,943 397,545 △254,580 △254,580 573,375

評価・換算差額等

純資産合計
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(千円) 4,275 4,275 577,788

中間会計期間中の変動額

中間純損失（△）   △137

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△37,910 △37,910 △37,910

中間会計期間中の変動額合計

(千円)
△37,910 △37,910 △38,047

平成18年９月30日 残高(千円) △33,634 △33,634 539,740

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

株主資本合計
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19年３月31日 残高(千円) 430,410 107,602 289,943 397,545 △621,559 △621,559 206,395

中間会計期間中の変動額

中間純損失（△）     △116,936 △116,936 △116,936

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
       

中間会計期間中の変動額合計(千

円)
－ － － － △116,936 △116,936 △116,936

平成19年９月30日 残高(千円) 430,410 107,602 289,943 397,545 △738,496 △738,496 89,458
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評価・換算差額等

純資産合計
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(千円) 1,447 1,447 207,843

中間会計期間中の変動額

中間純損失（△）   △116,936

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△3,315 △3,315 △3,315

中間会計期間中の変動額合計(千

円)
△3,315 △3,315 △120,252

平成19年９月30日 残高(千円) △1,867 △1,867 87,591

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

株主資本合計
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(千円) 430,410 107,602 289,943 397,545 △254,443 △254,443 573,512

事業年度中の変動額

当期純損失（△）     △367,116 △367,116 △367,116

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
       

事業年度中の変動額合計(千円) － － － － △367,116 △367,116 △367,116

平成19年３月31日 残高(千円) 430,410 107,602 289,943 397,545 △621,559 △621,559 206,395

評価・換算差額等

純資産合計
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(千円) 4,275 4,275 577,788

事業年度中の変動額

当期純損失（△）   △367,116

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△2,827 △2,827 △2,827

事業年度中の変動額合計(千円) △2,827 △2,827 △369,943

平成19年３月31日 残高(千円) 1,447 1,447 207,843
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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

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

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

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

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

未成工事支出金、未成分譲支出

金、分譲土地建物、商品、貯蔵

品

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 (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）によっております。

なお、主な耐用年数は次の通り

であります。

建物　４～50年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

　（会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴

い、当中間会計期間より、平成

19年4月1日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。

　これによる損益に与える影響

は軽微であります。
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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）

　（追加情報）

　当社は、法人税法の改正に伴

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。

　これによる損益に与える影響

は軽微であります。

３．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

(1）貸倒引当金

同左

(2）投資損失引当金

関係会社株式の実質価値の低下

による損失に備えて、純資産価

値等を勘案して必要と認められ

る額を計上しております。なお、

同引当金10,000千円は、貸借対

照表上、投資その他の資産のそ

の他から直接控除しております。

(2）投資損失引当金

同左

(2）投資損失引当金

同左

(3）賞与引当金

従業員への賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当中間

会計期間負担分を計上しており

ます。

(3）賞与引当金

同左

(3）賞与引当金

従業員への賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当期負

担分を計上しております。

(4）完成工事補償引当金

完成工事の補償に係る瑕疵担保

の費用に備えるため、過年度の

保証工事費の完成工事高に対す

る実績率による額の他、個別に

発生可能性を検討して計上して

おります。

(4）完成工事補償引当金

同左

(4）完成工事補償引当金

同左
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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）

(5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における簡便法

（責任準備金を退職給付債務と

見なす方法）による退職給付債

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。

(5）退職給付引当金

同左

(5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期における簡便法（責任準備

金を退職給付債務と見なす方

法）による退職給付債務及び年

金資産の額に基づき計上してお

ります。

(6）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当中間会

計期間末要支給額を計上してお

ります。

(6）役員退職慰労引当金

同左

(6）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

４．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

５．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

(1）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理方法

同左

(1）消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計

処理方法は税抜き方式によって

おり、控除対象外消費税及び地

方消費税は、当期の費用として

処理しております。

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）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月

９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

539,740千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、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）

　当期より、「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の合計に相当する金額は

207,843千円であります。

　なお、当期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。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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 646,763千円 624,761千円 611,409千円

※２ 消費税等の表示方法 仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺し相殺後の残高を流動負債

の「その他」に含めております。

同左 ─────

　３ 偶発債務

(1）住宅購入者のための住宅ロー

ンに対する保証債務
16,598千円 6,906千円 13,277千円

(2）住宅購入者のためのつなぎ

融資に対する保証債務
803,700千円 596,900千円 266,600千円

※４ 担保に供している資産 分譲土地建物 52,280千円

建物 219,157千円

土地 1,032,780千円

　計 1,304,219千円

上記物件は、短期借入金

3,764,300千円の担保に供して

おります。

分譲土地建物 144,625千円

建物 367,655千円

土地 1,032,780千円

　計 1,545,061千円

上記物件は、短期借入金

3,940,000千円及び長期借入金

200,000千円の担保に供してお

ります。

分譲土地建物 52,280千円

建物 378,628千円

土地 1,032,780千円

　計 1,463,690千円

上記物件は、短期借入金

4,064,300千円の担保に供して

おります。

（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．固定資産売却益の内容は次の通りであ

ります。

※１．　　　　────── ※１．固定資産売却益の内容は次の通りであ

ります。

建物 3,991千円

土地 584千円

建物 3,991千円

土地 584千円

※２．固定資産除却損の内容は次の通りであ

ります。

※２．固定資産除却損の内容は次の通りであ

ります。

※２．固定資産除却損の内容は次の通りであ

ります。

工具器具備品 2,880千円 建物 119千円

構築物 33千円

工具器具備品 65千円

車輌運搬具 252千円

工具器具備品 5,074千円

※３．固定資産売却損の内容は次の通りであ

ります。

※３．　　　　────── ※３．固定資産売却損の内容は次の通りであ

ります。

車輌運搬具 110千円 建物 939千円

構築物 583千円

車輌運搬具 110千円

　４．減価償却実施額

有形固定資産 16,317千円

　４．減価償却実施額

有形固定資産 15,201千円

　４．減価償却実施額

有形固定資産 32,334千円
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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

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
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

建物 120,063 14,424 105,639

その他 77,151 26,514 50,637

合計 197,215 40,938 156,276

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

建物 120,063 44,440 75,623

その他 56,409 19,076 37,227

合計 176,472 63,516 112,851

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

建物 120,063 29,432 90,631

その他 68,907 25,393 43,513

合計 188,971 54,826 134,145

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 41,910千円

１年超 117,670

合計 159,581

１年内 40,094千円

１年超 77,576

合計 117,670

１年内 40,809千円

１年超 96,148

合計 136,957

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

支払リース料 13,232千円

減価償却費相当額 13,271千円

支払利息相当額 1,018千円

支払リース料 22,256千円

減価償却費相当額 20,397千円

支払利息相当額 1,875千円

支払リース料 38,187千円

減価償却費相当額 34,200千円

支払利息相当額 3,193千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

（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における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。
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（１株当たり情報）

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株当たり純資産額 67円15銭 10円90銭 25円86銭

１株当たり中間（当期）純損失    0円02銭 14円55銭 45円67銭

　なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載して

おりません。

　なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額については、潜

在株式が存在しないため記載して

おりません。

　なお、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額については、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（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
(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株当たり中間（当期）純損失金額

中間（当期）純損失（千円） 137 116,936 367,116

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失（千

円）
137 116,936 367,116

期中平均株式数（千株） 8,038 8,038 8,038

（重要な後発事象）

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）

────── 　当社は平成19年5月25日締結の合併契

約により、平成19年10月1日付で東北ミ

サワホーム株式会社と合併いたしました。

　当社は平成19年5月25日締結の合併

契約により、平成19年10月1日付で東

北ミサワホーム株式会社と合併いたし

ます。なお、合併に関する事項の概要

については、「４．連結財務諸表（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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