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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 28,206      8.8 △204  　　 ― △355  　　 ― △686 ―

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

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 △34 00 ―  △12.2 △1.5 △0.7

19年３月期 △37 70 ―  △11.6 0.4 0.6

（参考）①持分法投資損益 20年３月期 ― 百万円 19年３月期 ― 百万円  

②期中平均株式数(連結) 20年３月期 20,202,724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

20年３月期 25,505 5,363 21.0 242 36

19年３月期 21,041 5,935 28.2 324 81

（参考）自己資本 20年３月期 5,363百万円 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

20年３月期 482 262 △525 4,367

19年３月期 △465 △811 997 3,059

２．配当の状況

 １株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

 19年３月期 －  －  0 00 － － －

 20年３月期 －  －  0 00 － － －

21年３月期（予想） －  －  0 00 － － －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結
累計期間

18,000 52.0 145 ― 70 ― △540 ― △24 40

通期 41,000 45.4 420 ― 240 ― △300 ― △13 56

 （参考）上記業績予想における通期につきましては、本日発表いたしました合併を考慮した予想数値であります。
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４．その他

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

新規 ―社　　除外　　　―社

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

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご参照ください。

(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） 20年３月期 22,135,532株 19年３月期 18,277,196株

②　期末自己株式数 20年３月期 4,041株 19年３月期 3,459株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご参

照ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 23,788 9.7 △431 ― △494 ― △1,044 ―

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

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 △51 69 ― ―

19年３月期 0 5 ― ―

(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

20年３月期 23,953 5,314 22.2 240 13

19年３月期 19,669 6,260 31.8 342 59

（参考）自己資本 20年３月期 5,314百万円 19年３月期 6,260百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期累計
期間

15,000 49.9 70 ― 30 ― △490 ― △22 14

通期 34,000 42.9 300 ― 170 ― △360 ― △16 27

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(業績予想の適切な判断に関する説明）　

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、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。

(その他特記事項）　

平成20年３月期の売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、合併前の東北ミサワホーム㈱の平成19年３月期

通期との対前期増減率を表示しております。また、平成19年３月期の売上高、営業利益等の数値は、合併前の東北

ミサワホーム㈱を表示しております。

東北ミサワホーム㈱ (1907) 平成 20 年３月期決算短信
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の回復を背景に輸出及び設備投資が増加するなど景気は回復基調

に推移しておりましたが、サブプライム住宅ローン問題によるアメリカ経済後退懸念による株価の下落、原油価格の

高騰などにより、景気の先行きは不透明な状況になっております。

  一方、住宅業界におきましては、住宅地の公示地価が全国平均で２年連続上昇し、東北地方でも仙台市が17年ぶり

に上昇となり、他の東北地方においても下落幅は縮小いたしました。しかしながら、耐震偽装問題により建築基準法

が改正されたことにより、平成19年の持ち家の着工が月平均で前年比11％の減少となるなど大変厳しい環境が続き、

40年ぶりに住宅着工戸数が110万戸を割り込み、住宅業界に深刻な影響を与えました。

  当社グループは、このような市場環境下にあって、子どもの知性や感性を育み、家族の絆を深め、世代をつなぐ子

育て住宅「GENIUS　Link－Age」、プロの知恵と工夫が盛り込まれた100項目をベースに好みのプランやアイテムをセ

レクトし、自分流にカスタマイズ出来る、ミサワホーム創立40周年を記念した商品「SMRAT　STYLE　Ｏ40」などの新

商品を分譲地に展示場を開設し販売展開してまいりました。リフォーム事業においては、「エコキュート」及び「IH

クッキングヒーター」などの地球に優しく、環境に優しい商品を提案してまいりました。また、今年度もミサワホー

ムは商品デザイン部門などが18年連続で「グッドデザイン賞」を受賞したほか、1996年度にグランプリを受賞した

「GENIUS蔵のある家」がロングライフ部門を受賞いたしました。

  なお、当社は平成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。これにより、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したもので、合併により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、従来より一層踏込んだ営業施策を展開していくととも

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の削減を図っております。

  以上の営業活動の結果、当連結会計年度の業績は、売上高282億６百万円（前連結会計年度比8.8％増）、値引き販

売の増加等の要因により下期の粗利益率が上期より２％低下したことなどにより営業損失２億４百万円（前連結会計

年度は１億51百万円の利益）、経常損失は３億55百万円（前連結会計年度比は84百万円の利益）となり、有価証券の

売却益等の特別利益１億62百万円、株価の下落による保有有価証券の評価損１億89百万円等の特別損失２億34百万円

が発生したほか、繰延税金資産の計上見直しによる法人税等調整額１億76百万円、法人税等82百万円が発生したため、

当期純損失は６億86百万円（前連結会計年度は６億76百万円の損失）となりました。

  セグメント別の業績は次のとおりであります。なお、これまでその他事業に含めておりました不動産派生事業が重

要性が増したことより、当連結会計年度より独立したセグメントといたしました。なお、事業区分の詳細につきまし

ては、29～32ページに記載の「セグメント情報」の注記をご参照ください。

  ①戸建事業

  当連結会計年度の戸建事業は、宮城地区において「エムズガーデン明石台」を中心とした分譲住宅の販売が順調で、

岩手地区においても住宅セミナー及び不動産フェアなどのイベントを行い、前年並みの受注となりましたが、山形地

区における受注が大幅に落ち込んだものの、ミサワホーム北日本㈱との合併により、売上高は224億79百万円(前連結

会計年度比5.5％増）となりましたが、注文住宅の売上高が20.9％の減少となり、注文住宅の利益率が1.3％低下した

ため、営業損失は６億14百万円(前連結会計年度は１億81百万円の営業損失）となりました。 

  ②リフォーム事業

　当連結会計年度のリフォーム事業は、「まるごと変え太郎」の販売促進活動、ミサワホーム創立40周年謝恩ミサワ

ホームイングフェアキャンペーン及び「エコキュート」などのエコ商品を提案してまいりました。また、ミサワホー

ム北日本㈱との合併により同社の子会社であるミサワホームイング北日本㈱が増えた結果、売上高は40億60百万円(前

連結会計年度比25.6％増）、営業利益２億65百万円(前連結会計年度比15.6％増）となりました。

  ③不動産派生事業

  当連結会計年度の不動産派生事業は、賃貸管理収入及び中古不動産売買が前連結会計年度より増加したことなどに

より、売上高は５億54百万円、営業利益は１億72百万円となりました。なお、前連結会計年度において「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

  当連結会計年度のその他事業は、仙台市内の賃貸マンションが売上になったことにより、売上高は11億12百万円、

営業利益は31百万円となりました。

  今後の見通しにつきましては、原油高をはじめとする昨今の諸物価の上昇や円高の進行による輸出の減少などによ

り東北地方における景気は調整局面に入っており、住宅の需要増加を期待出来る状況にはないと予想されます。

東北ミサワホーム㈱ (1907) 平成 20 年３月期決算短信
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  当社グループといたしましては、住宅事業の収益性の改善による赤字の縮小、住宅事業部門からリフォーム事業・

不動産派生事業部門への人員の配転、エリアごとの市場状況に見合った適正な人員配置、合併に伴う管理部門の合理

化とコスト削減、組織営業体制の導入・定着化などを推進し、今期の連結経常損益の黒字化を達成させたいと考えて

おります。

  また、当社は平成20年10月１日付で㈱ミサワホーム福島と合併する予定であり、本合併に伴う被合併会社の下期業

績を加味し、通期の業績の見通しといたしましては、売上高410億円（前連結会計年度比45.4％増）、営業利益は４億

20百万円、経常利益は２億40百万円、当期純損失は３億円を見込んでおります。

(2）財政状態

  ①資産、負債、純資産の状況

  当連結会計年度末の資産の合計は、前連結会計年度末に比べて44億64百万円増加して、255億５百万円となり、負債

の合計は50億36百万円増加して、201億41百万円となりました。資産の増加の主な要因は、現金及び預金の増加及びミ

サワホーム北日本㈱との合併によるものであります。負債の増加の主な要因は、１年以内返済予定の長期借入金の増

加及びミサワホーム北日本㈱との合併によるものであります。

  当連結会計年度末の純資産の合計は、前連結会計年度末に比べて５億71百万円減少して、53億63百万円となりまし

た。この主な要因は、ミサワホーム北日本㈱との合併により資本剰余金が増加したものの、当期純損失となったため

利益剰余金が減少したことによるものであります。

  この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の28.2％から21.0％となりました。

 

②当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は43億67百万円となり、前連結

会計年度より13億７百万円増加いたしました。

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は４億82百万円（前連結会計年度は４億65百万円の減少）と

なりました。これは主に、たな卸資産の減少13億55百万円、未成工事受入金・分譲事業受入金の減少５億48百万円に

よるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当連結会計年度において投資活動の結果増加した資金は２億62百万円（前連結会計年度は８億11百万円の減少）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）

  当連結会計年度において財務活動の結果減少した資金は５億25百万円（前連結会計年度は９億97百万円と増加）と

なりました。これは主に、長期借入金の返済による支出７億14百万円によるものであります。

 

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成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20年３月期

自己資本比率（％） 34.5 21.6 27.9 28.2 21.0

時価ベースの自己資本比率

（％）
23.8 20.9 40.9 24.8 23.3

債務償還年数（年） 7.2 15.6 3.5 ― 25.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
13.3 6.7 11.1 ― 1.4

 　※　自己資本比率：自己資本／総資産

　　　 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

    　 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 　１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

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

 　３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお

ります。

東北ミサワホーム㈱ (1907) 平成 20 年３月期決算短信
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(3）利益配分に関する基本方針

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

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

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

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

(4）事業等のリスク

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

① 特有の経営方針

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

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

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

② 事業領域

  当社販売施工地域は、宮城県、岩手県、山形県、秋田県、青森県(以下当該地域と言う)に限定されております。な

お、事業領域が限定されていることから、販売棟数が限定的になる可能性及び当該地域の景気動向の影響を受ける可

能性があります。

③ 資金調達に関する金利動向のリスク

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

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

を及ぼす可能性があります。

④ 季節の変動要因

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

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

売上高が大きく変動する特徴があります。

⑤ 降雪について

  当社グループは、当該地域を販売エリアにしております。当該地域の冬期間は雪が降りますが、当社グループでは

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振り続いた場

合、予定していた棟数の完工が出来ず当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 減損会計

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

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

性があります。

⑦ 特定の取引先への依存について

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

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

針であります。

⑧ 住宅市場

  平成19年度の住宅着工戸数は５年ぶりに減少するなど、サブプライムローン問題等の影響を受けました。今後もこ

のような景気が続き着工戸数が減少していく場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 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。

⑩ 個人情報の管理について

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

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

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

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

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

ル・ディー仙台㈱及びミサワホームサービス東北㈱、ミサワホームイング北日本㈱、青森ミサワ建設㈱並びに当社の議

決権の56.9％（直接所有43.8％、間接所有13.1％）を所有する親会社であるミサワホーム㈱により構成され、個人住宅

等の建築請負、分譲住宅の販売及び増築・リフォーム工事の請負並びに不動産の仲介を中心に、これらに付随して発生

する関連事業を含めた住宅事業全般を展開しております。なお、ミサワホーム㈱の前身はミサワホームホールディング

ス㈱であり、ミサワホームホールディングス㈱は平成19年10月１日付で連結子会社であるミサワホーム㈱を吸収合併し、

現商号であるミサワホーム㈱に社名変更いたしました。

　当社グループが営んでいる主な事業内容と、当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、当連結会計年

度から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の詳細につきましては、29～32ページに記載の「セグメント

情報」をご参照ください。

　また、平成20年４月１日付で事業セグメントの集約及び経営資源の集中化による経営の効率化を図るため、当社の子

会社ミサワホームイング東北㈱、ミサワホームイング北日本㈱並びにミサワホームサービス東北㈱の３社を合併し、ミ

サワホームイング東北㈱を存続会社といたしました。

セグメント 事　　　業　　　内　　　容

 戸　　建　　事　　業

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

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

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

る分譲事業並びに分譲宅地の販売を行っております。

 リ フ ォ ー ム 事 業
　ミサワホームイング東北㈱及びミサワホームイング北日本㈱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。関連事業と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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※　なお、平成20年４月１日付で事業セグメントの集約及び経営資源の集中化による経営の効率化を図るため、当社の

子会社ミサワホームイング東北㈱、ミサワホームイング北日本㈱並びにミサワホームサービス東北㈱の３社を合併し、

ミサワホームイング東北㈱を存続会社といたしました。
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 (関係会社の状況)

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の

内容

議決権の所有
[被所有]割合

（％）
関係内容

（連結子会社）      

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

当社が販売する工業化住宅を施工及

び増築・リフォーム工事の請負を

行っております。

役員の兼任等………有

エム・アール・ディー仙台㈱ 仙台市宮城野区 90

戸建事業

不動産派生事業

その他事業

100.0

(23.1)

当社顧客に対する住宅資金つなぎ融

資及び当社への事務機器・展示場等

のリース並びに不動産情報の提供等

を行っております。

役員の兼任等………有

ミサワホームサービス東北㈱ 仙台市宮城野区 60 不動産派生事業 100.0

当社顧客及び社員向けに火災保険等

の損害保険の募集及び外構造園事業

を行っております。

役員の兼任等………有

ミサワホームイング北日本㈱ 秋田県秋田市 10 リフォーム事業 100.0

当社の入居者を中心に増改築の受注

及び施工を行っております。 

役員の兼任等………有

青森ミサワ建設㈱ 青森県青森市 10 戸建事業 100.0

当社が販売する工業化住宅を施工し

ております。 

役員の兼任等………有

（親会社）      

ミサワホーム㈱ 東京都新宿区 23,412
住宅部材の製

造・販売等

[56.9]

[(13.1)]
 

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

　　　２. 「所有割合」の（　）は、間接所有割合を内数で表示しております。

 　　 ３．ミサワホーム㈱は、有価証券報告書を提出しております。

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

　　　　　める割合が10％を超えております。

 　　　　 主要な損益情報等　　　（１）売上高　　　　4,178百万円

 　　　　 　　　　　　　　　　　（２）経常利益　　　  171百万円

 　　　　 　　　　　　　　　　　（３）当期純利益　　   81百万円

 　　　　 　　　　　　　　　　　（４）純資産額　　　　808百万円

 　　　　 　　　　　　　　　　　（５）総資産額　　　1,778百万円

 　　 ５．平成19年10月１日付でミサワホーム北日本㈱と合併したことにより、ミサワホームイング北日本㈱、青森ミ

　　　　　サワ建設㈱及び秋田ミサワ建設㈱の３社は新たに子会社となりました。なお、秋田ミサワ建設㈱は、平成19

　　　　　年12月20日付で、清算結了しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

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

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

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

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

の発展に貢献していきたいと考えております。

 

(2）目標とする経営指標

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

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

経営資源を住宅販売に集中させ、利益率の向上に取り組んでまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略並びに対処すべき課題

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

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

ります。

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

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

　　　削減を推進していく

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

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

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   3,059   4,367   

２　受取手形・売掛金・完
成工事未収入金及び分
譲事業未収入金

  695   703   

３　営業貸付金   653   323   

４　たな卸資産 ※２  10,953   13,138   

５　繰延税金資産   111   28   

６　その他   542   408   

　　貸倒引当金   △84   △19   

流動資産合計   15,931 75.7  18,950 74.3 3,019

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１　建物及び構築物 ※２ 2,948   4,253    

減価償却累計額 ※１ 1,564 1,383  2,346 1,907   

２　土地 ※２  1,996   3,079   

３　その他  1,263   1,088    

減価償却累計額 ※１ 1,065 197  954 134   

有形固定資産合計   3,577 17.0  5,120 20.1 1,542

(2）無形固定資産   39 0.2  38 0.1 △1

(3）投資その他の資産         

１　投資有価証券   923   836   

２　繰延税金資産   94   70   

３　その他   573   624   

　　貸倒引当金   △99   △135   

投資その他の資産合計   1,492 7.1  1,395 5.5 △96

固定資産合計   5,109 24.3  6,554 25.7 1,445

資産合計   21,041 100.0  25,505 100.0 4,464
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金・工事未払金及
び分譲事業未払金

  3,485   4,066   

２　短期借入金
※２
※４

 7,070   10,299   

３　１年以内返済予定の長
期借入金

  ―   1,596   

４　未払法人税等   55   53   

５　未成工事受入金及び分
譲事業受入金

※２  1,084   1,359   

６　賞与引当金   192   217   

７　完成工事補償引当金   58   71   

８　その他   1,261   987   

流動負債合計   13,207 62.8  18,651 73.1 5,443

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※２  1,262   609   

２　繰延税金負債   ―   69   

３　退職給付引当金   38   225   

４　役員退職慰労引当金   199   80   

５　負ののれん   15   10   

６　その他 ※２  381   496   

固定負債合計   1,898 9.0  1,490 5.9 △407

負債合計   15,105 71.8  20,141 79.0 5,036

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   4,178 19.8  4,178 16.3 ―

２　資本剰余金   2,077 9.9  2,171 8.5 94

３　利益剰余金   △213 △1.0  △900 △3.5 △686

４　自己株式   △1 △0.0  △1 △0.0 △0

株主資本合計   6,041 28.7  5,448 21.3 △593

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  △106 △0.5  △84 △0.3 21

評価・換算差額等合計   △106 △0.5  △84 △0.3 21

純資産合計   5,935 28.2  5,363 21.0 △571

負債純資産合計   21,041 100.0  25,505 100.0 4,464

         

 (注）　前連結会計年度は、合併前の東北ミサワホーム㈱の連結財務諸表を記載しております。
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   25,927 100.0  28,206 100.0 2,279

Ⅱ　売上原価   21,009 81.0  23,096 81.9 2,086

売上総利益   4,918 19.0  5,110 18.1 192

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  4,767 18.4  5,315 18.8 548

営業利益   151 0.6  ― ― △151

営業損失   ― ―  204 △0.7 △204

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  15   11    

２　受取手数料  58   91    

３　受取保証料  5   ―    

４　その他  97 176 0.7 110 213 0.7 36

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  201   313    

２　シンジケートローン手
数料

 25   18    

３　賃貸資産費用  1   ―    

４　その他  14 243 1.0 32 364 1.3 120

経常利益   84 0.3  ― ― △84

経常損失   ― ―  355 △1.3 △355

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※２ 0   11    

２　投資有価証券売却益  ―   139    

３　貸倒引当金戻入益  24   10    

４　その他  0 26 0.1 0 162 0.6 136

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※３ 16   14    

２　たな卸資産評価損  12   ―    

３　投資有価証券評価損  637   189    

４　その他  3 670 2.6 30 234 0.8 △435

税金等調整前当期純損
失

  559 △2.2  427 △1.5 132

法人税、住民税及び事
業税

 98   82    

法人税等調整額  17 116 0.4 176 259 0.9 142

当期純損失   676 △2.6  686 △2.4 △10

         

 (注）　前連結会計年度は、合併前の東北ミサワホーム㈱の連結財務諸表を記載しております。
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

 

株主資本 評価・換算差額等   

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

 少数株主

　持　分

 純資産

　合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

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

連結会計年度中の変動額          

新株の発行 416 414   831    831

当期純利益   △676  △676    △676

自己株式の取得    △0 △0    △0

自己株式の処分  30  137 168    168

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
（純額）

     △146 △146 △2 △149

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

416 445 △676 137 323 △146 △146 △2 173

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,178 2,077 △213 △1 6,041 △106 △106 ― 5,935

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

 純資産

　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

連結会計年度中の変動額         

当期純損失   △686  △686   △686

自己株式の取得    △0 △0   △0

合併による増減  94   94 △1 △1 92

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額
（純額）

     23 23 23

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

 94 △686 △0 △593 21 21 △571

平成20年３月31日　残高
（百万円）

4,178 2,171 △900 △1 5,448 △84 △84 5,363
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純損失（△）  △559 △427  

減価償却費  220 226  

負ののれん償却額  △6 △5  

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △226 △89  

賞与引当金の増減額（減少：△）  △3 △29  

完成工事補償引当金の増減額（減
少：△）

 6 △5  

退職給付引当金の増減額（減少：
△）

 7 42  

役員退職慰労引当金の増減額（減
少：△）

 △12 △133  

受取利息及び受取配当金  △26 △25  

支払利息  201 313  

投資有価証券売却損益  ― △139  

投資有価証券評価損  637 189  

たな卸資産評価損  12 ―  

損害賠償損失  2 ―  

固定資産処分損益  15 3  

売上債権の増減額（増加：△）  175 63  

営業貸付金の増減額（増加：△）  691 329  

たな卸資産の増減額（増加：△）  △1,724 1,355  

仕入債務の増減額（減少：△）  226 △467  

未成工事受入金・分譲事業受入金
の増減額（減少：△）

 197 △548  

その他  △58 235  

小計  △223 885 1,109

利息及び配当金の受取額  26 25  

利息の支払額  △171 △339  

損害賠償金の支払額  △2 ―  

法人税等の支払額  △94 △89  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △465 482 947

東北ミサワホーム㈱ (1907) 平成 20 年３月期決算短信
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入れによる支出  △50 ―  

定期預金の払戻しによる収入  100 ―  

有形固定資産の取得による支出  △162 △73  

有形固定資産の売却による収入  18 59  

投資有価証券の取得による支出  △749 △5  

投資有価証券の売却による収入  6 140  

その他投資の取得による支出  △29 △13  

その他投資の回収による収入  80 142  

貸付による支出  △13 △5  

その他  △12 16  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △811 262 1,073

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：△）  △1,276 △811  

長期借入金の返済による支出  △420 △714  

長期借入れによる収入  1,700 1,000  

自己株式の取得による支出  △0 △0  

自己株式の売却による収入  168 ―  

子会社株式の取得による支出  △6 ―  

株式の発行による収入  831 ―  

財務活動によるキャッシュ・フロー  997 △525 △1,523

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

 △278 218 497

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  3,338 3,059 △278

Ⅵ　合併に伴う現金及び現金同等物の増
加額

 ― 1,089 1,089

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  3,059 4,367 1,307

     

 (注）　前連結会計年度は、合併前の東北ミサワホーム㈱の連結財務諸表を記載しております。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

　全ての子会社（５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㈱、ミサ

ワホームサービス東北㈱、ミサワホームイ

ング北日本㈱及び青森ミサワ建設㈱であり

ます。なお、当社とミサワホーム北日本㈱

との合併に伴い、ミサワホーム北日本㈱の

連結子会社であったミサワホームイング北

日本㈱及び青森ミサワ建設㈱は、平成19年

10月１日付で、当社の子会社となったため、

当連結会計年度においては、平成19年10月

１日から平成20年３月31日までの６カ月間

の損益を連結しております。また、上記合

併により子会社となった秋田ミサワ建設㈱

は、平成19年12月20日付で清算結了してい

るため、当連結会計年度においては、平成

19年10月１日から清算結了時までの損益を

連結しております。

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

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

  連結子会社の決算日は、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。

   なお、連結子会社のエム・アール・

ディー仙台㈱は、当連結会計年度より決算

日を12月31日から３月31日に変更いたしま

した。この変更により、当連結会計年度は

１月１日から翌年３月31日までの15か月を

連結対象としております。

 

４　会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…決算期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定しております）

(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

 時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 ②　たな卸資産

分譲土地建物・販売用土地・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）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産…定率法

　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　　　　　―――――

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産…定率法

　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　　　　４～50年

②　ソフトウエア…社内における利用可

能期間(５年）に基づく定額法
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－ 16 －



項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 （会計方針の変更）

　平成19年度の法人税法改正に伴い、当連

結会計年度より、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、当連

結会計年度より、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。　

 (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）重要な繰延資産の処理方法

同左

 

 (4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

 ③　完成工事補償引当金

　完成工事に係る瑕疵担保の費用に備

えるため、過年度の実績を基礎に将来

の補償見込みを加味して算出した額を

計上しております。

③　完成工事補償引当金

同左

 ④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

　なお、会計基準変更時差異（△19百

万円）は、15年による均等額を費用処

理しております。数理計算上の差異は、

その発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理しておりま

す。

　また、当社は、適格退職年金制度に

おける年金資産の額が退職給付債務等

の額を超えているため、当該超過額を

投資その他の資産の「その他」に計上

しております。

④　退職給付引当金

　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。
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

  　上記のほか、平成19年10月１日付で

合併したミサワホーム北日本㈱より引

き継いだ退職給付制度については、簡

便法を採用しており、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

　当社及びミサワホームイング東北㈱

は、役員退職慰労金の支出に備えて、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

 (5）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

 (6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理方法

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　５年間の定額法により償却を行っており

ます。

同左

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

要求払預金及び取得日から３か月以内に満

期日の到来する定期預金であります。

同左

表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (連結貸借対照表）

  前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲記

されていたものは、当連結会計年度から「負ののれん」と

表示しております。

 

 (連結損益計算書）

―――――

 

 

 

 

 

 

 

 (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１を超えたため、当連結会計年度より

区分掲記することとなりました。なお、前連結会計年度は

流動負債の「その他」に457百万円含まれております。

 (連結損益計算書）

 １．前連結会計年度において区分掲記しておりました「受

取保証料」(当連結会計年度８百万円）は、営業外収益の

総額の100分の10以下であるため、当連結会計年度におい

ては営業外収益の「その他」に含めて表示しております。

 ２．前連結会計年度において区分掲記しておりました「賃

貸資産費用」(当連結会計年度８百万円）は、営業外費用

の総額の100分の10以下であるため、当連結会計年度にお

いては営業外費用の「その他」に含めて表示しております。
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 (連結キャッシュ・フロー計算書）

  前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれ

ん償却額」と表示しております。

 (連結キャッシュ・フロー計算書）

―――――

  

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

―――――

 

 

 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　減価償却累計額

有形固定資産  2,630百万円

※１　減価償却累計額

有形固定資産  3,300百万円

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(1）担保に供している資産

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(1）担保に供している資産

たな卸資産  500百万円 たな卸資産  　 669百万円

建物及び構築物  　 353 

土地  　1,032 

計 2,055 

(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
48
 

計 248 

短期借入金  　 3,774百万円

長期借入金  　 109 

定期借地権設定契約に基づく

受入保証金
42
 

計 3,926 
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

３　保証債務

　住宅資金つなぎ融資及び住宅ローン融資利用者のた

めに金融機関等に対し保証を行っております。

(1）住宅資金つなぎ融資に対する保証

３　保証債務

　住宅資金つなぎ融資及び住宅ローン融資利用者のた

めに金融機関等に対し保証を行っております。

(1）住宅資金つなぎ融資に対する保証

つなぎ融資利用者（18名）  262百万円 つなぎ融資利用者（31名） 566百万円

(2）住宅ローン融資に対する保証 (2）住宅ローン融資に対する保証

住宅ローン利用者（159名）  3,092百万円 住宅ローン利用者（207名）       4,200百万円

※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連結

会計年度の借入未実行残高は次のとおりであります。

シンジケーション方式コミッ

トメントラインの総額
 8,900百万円

借入実行残高 6,200 

差引額 2,700 

※４　　　　　　　　―――――

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目

従業員給料手当  1,735百万円

賞与引当金繰入額  139 

退職給付引当金繰入額  94 

役員退職慰労引当金繰入額  13 

広告宣伝費  726 

貸倒引当金繰入額 23 

完成工事補償引当金繰入額 49 

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目

従業員給料手当  1,930百万円

賞与引当金繰入額  143 

退職給付引当金繰入額  132 

役員退職慰労引当金繰入額  11 

広告宣伝費  862 

完成工事補償引当金繰入額 58 

※２　　　　　　　　――――― ※２　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物  7百万円

その他   2 

無形固定資産   0 

計 11 

※３　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３　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  15百万円

その他  1 

計 16 

建物及び構築物  12百万円

その他   1 

計 14 
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 16,548 1,729 ― 18,277

合計 16,548 1,729 ― 18,277

自己株式     

普通株式 353 0 350 3

合計 353 0 350 3

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

　　　　２　自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

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

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　 該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 18,277 3,858 ― 22,135

合計 18,277 3,858 ― 22,135

自己株式     

普通株式 3 0 ― 4

合計 3 0 ― 4

　（注）１　発行済株式の増加3,858千株は、ミサワホーム北日本㈱と合併により増加したものであります。

　　　　２　自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　 該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金  3,059百万円

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 

現金及び預金 4,367百万円

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 4,367 
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

２　　　　　　　　　――――― ２　当連結会計年度に合併したミサワホーム北日本㈱より

引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりであ

ります。

流動資産   5,093百万円

固定資産 1,686 

　　資産合計 6,779 

流動負債  6,219百万円

固定負債 468 

　　負債合計 6,687 

 

（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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）

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

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）

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

 
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 621 332 289

有形固定資産
（その他）

53 22 30

無形固定資産 9 0 9

合計 684 355 329

②　未経過リース料期末残高相当額 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年内 81百万円

１年超 214 

合計 295 

１年内 166百万円

１年超 284 

合計 450 

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 74百万円

(2）減価償却費相当額 127 

(3）支払利息相当額 6 

(1）支払リース料 133百万円

(2）減価償却費相当額 181 

(3）支払利息相当額 11 

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

⑤　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については利

息法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸主側）

①　リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残

高

（貸主側）

　　　　　　　　　―――――

 
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　未経過リース料期末残高相当額

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

(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。

（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
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（有価証券関係）

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　その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
（百万円）

連結決算日における連結
貸借対照表計上額

（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

①　株式 154 166 12

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 154 166 12

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

①　株式 504 385 △119

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 504 385 △119

合計 658 552 △106

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

6 ― ―

３　時価評価されていない有価証券

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 371

合計 371

　（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、期末日の時価が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。

東北ミサワホーム㈱ (1907) 平成 20 年３月期決算短信

－ 24 －



当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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）

連結決算日における連結
貸借対照表計上額

（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

①　株式 67 78 11

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 67 78 11

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

①　株式 465 369 △95

②　債券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 465 369 △95

合計 532 447 △84

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

140 139 0

３　時価評価されていない有価証券

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 373

非上場債券 15

合計 388

４　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

区分
１年以内 
（百万円）

１年超５年以内 
(百万円） 

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１．債券     

①　国債・地方債等 ― ― ― ―

②　社債 15 ― ― ―

③　その他 ― ― ― ―

２．その他 ― ― ― ―

合計 15 ― ― ―

　（注）１ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当連結会計年度において、投資有価証券については、

189百万円（その他有価証券で時価のある株式184百万円、その他有価証券で時価のない株式５百万円)減損処理

をしております。

　　　　２ 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、期末日の時価が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。
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（デリバティブ取引関係）

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）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日）

　当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいてもデリバティブ取引を利用していない

ため、該当事項はありません。

　（退職給付関係）

 

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）

東北ミサワホーム株式会社

①　採用している退職給付制度の概要

　当社、ミサワホームイング東北㈱及びミサワホームサービス東北㈱は、確定給付型の制度として適格退職年

金制度を、エム・アール・ディー仙台㈱は、退職一時金制度を設けております。

②　退職給付債務に関する事項（平成19年３月31日）

イ　退職給付債務 △1,944百万円

ロ　年金資産（時価） 1,994 

ハ　未積立（イ＋ロ） 49 

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 △10 

ホ　未認識数理計算上の差異 91 

ヘ　前払年金費用 △168 

ト　退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） △38 

③　退職給付費用に関する事項（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

イ　勤務費用 122百万円

ロ　利息費用 35 

ハ　期待運用収益 △35 

ニ　会計基準変更時差異の費用処理額 △1 

ホ　数理計算上の差異の費用処理額 39 

ヘ　退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 161 

④　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 2.0％

ハ　期待運用収益率 2.0％

ニ　数理計算上の差異の処理年数 10年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数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。）

ホ　会計基準変更時差異の処理年数 15年
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

①　採用している退職給付制度の概要

　当社、ミサワホームイング東北㈱及びミサワホームサービス東北㈱は、確定給付型の制度として適格退職年

金制度を設けております。また、平成19年10月１日付で合併したミサワホーム北日本㈱より引き継いだ退職給

付制度については、簡便法を採用しており、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。

②　退職給付債務に関する事項（平成20年３月31日）

イ　退職給付債務 △2,341百万円

ロ　年金資産（時価） 1,967 

ハ　未積立（イ＋ロ） △374 

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 △9 

ホ　未認識数理計算上の差異 329 

ヘ　前払年金費用 △171 

ト　退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） △225 

③　退職給付費用に関する事項（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

イ　勤務費用 170百万円

ロ　利息費用 38 

ハ　期待運用収益 △39 

ニ　会計基準変更時差異の費用処理額 △1 

ホ　数理計算上の差異の費用処理額 40 

ヘ　退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 209 

④　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 2.0％

ハ　期待運用収益率 2.0％

ニ　数理計算上の差異の処理年数 10年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数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。）

ホ　会計基準変更時差異の処理年数 15年

（ストック・オプション等関係）

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）

該当事項はありません。
 

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

賞与引当金の繰入限度超過額 77百万円

減価償却費の償却限度超過額 73 

役員退職慰労引当金加算 80 

退職給付引当金加算 15 

固定資産評価損加算 158 

たな卸資産評価損加算 185 

完成工事補償引当金加算 23 

繰越欠損金 2,376 

長期前払費用償却超過額 18 

その他有価証券評価差額金 42 

未実現損益の消去額 13 

貸倒引当金の繰入限度超過額 53 

その他 34 

評価性引当額 △2,879 

繰延税金資産合計 274 

賞与引当金の繰入限度超過額 87百万円

減価償却費の償却限度超過額 62 

役員退職慰労引当金加算 32 

退職給付引当金加算 90 

固定資産評価損加算 185 

たな卸資産評価損加算 213 

完成工事補償引当金加算 28 

繰越欠損金 3,921 

投資有価証券評価損加算 181 

その他有価証券評価差額金 34 

未実現損益の消去額 40 

貸倒引当金の繰入限度超過額 51 

その他 49 

評価性引当額 △4,880 

繰延税金資産合計 99 

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

前払年金費用 68 

繰延税金負債合計 68 

繰延税金資産の純額 206 

前払年金費用 69 

繰延税金負債合計 69 

繰延税金資産の純額 29 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

    当連結会計年度においては、税金等調整前当期純損失

であるため、記載しておりません。

同左
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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

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
戸建事業
（百万円）

リフォーム
事業

（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 21,309 3,232 1,385 25,927 ― 25,927

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― 165 165 (165) ―

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

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

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

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

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

減価償却費 132 12 76 220 ― 220

資本的支出 72 59 54 185 ― 185

　（注）１　事業区分の方法

販売方法及び商品の存在形態の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業区分別の主要な商品等は次のとおりであります。

事業区分 主要商品及び事業内容

戸建事業

木質及びセラミック住宅の建築請負

土地付分譲住宅の販売及び施工

土地付注文住宅の販売及び施工

分譲宅地の販売

リフォーム事業 増築・リフォーム工事等

その他事業

特殊建築物の建築請負

不動産の仲介

住宅資金つなぎ融資

固定資産のリース

住宅設備・家具等の販売

３　前連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は71百万円

であり、その主なものは、役員報酬（一部）等であります。

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

主なものは、長期投資資金（投資有価証券）であります。

５　事業区分の変更

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

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

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

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

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

分譲事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,365

住宅金融、その他事業　　　　　　　　　　　　  785

消去又は全社　　　　　　　　　　　　　　　　△159

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,927

営業利益又は

営業損失（△）

住宅請負事業　　　　　　　　　　　　　　　　△140百万円

分譲事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　231

住宅金融、その他事業　　　　　　　　　　　　　 73

消去又は全社　　　　　　　　　　　　　　　　△ 12

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  151

資産 住宅請負事業　　　　　　　　　　　　　　　　5,811百万円

分譲事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,931

住宅金融、その他事業　　　　　　　　　　　　1,374

消去又は全社　　　　　　　　　　　　　　　　　923

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,041

減価償却費 住宅請負事業　　　　　　　　　　　　　　　    108百万円

分譲事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31

住宅金融、その他事業　　　　　　　　　　　　   80

消去又は全社　　　　　　　　　　　　　　　　   ―

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　220

資本的支出 住宅請負事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 93百万円

分譲事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38

住宅金融、その他事業　　　　　　　　　　　　   54

消去又は全社　　　　　　　　　　　　　　　　   ―

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　185
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 22,479 4,060 554 1,112 28,206 ― 28,206

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― 17 76 93 （93) ―

計 22,479 4,060 571 1,189 28,300 (93) 28,206

営業費用 23,093 3,794 399 1,158 28,445 (33) 28,411

営業利益又は営業損失(△) △614 265 172 31 △144 (59) △204

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
       

資産 22,516 1,527 138 486 24,669 836 25,505

減価償却費 140 20 1 64 226 ― 226

資本的支出 36 8 ― 22 67 ― 67

　（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

不動産の仲介

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　当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は59百万円

であり、その主なものは、役員報酬（一部）等であります。

４　当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は836百万円であり、その

主なものは、長期投資資金（投資有価証券）であります。

５　事業区分の変更

 　 これまで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連結会計年度より「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連結会計年度の事業の種類別セグメント情報の要約は

以下のとおりであります。
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売上高 戸建事業　　　　　　　　　　　　　　　 　　22,479百万円

リフォーム事業　　　　　　　　　　　　　　　4,060　　

その他事業　　　　　　　　　　　　  　　　　1,761

消去又は全社　　　　　　　　　　　　　　　　△ 93

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,206

営業利益又は

営業損失（△）

戸建事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　△614百万円

リフォーム事業　　　　　　　　　　　　　　　　265　　　

その他事業　　　　　　　　　　　　　 　　　　 203

消去又は全社　　　　　　　　　　　　　　　  △ 59

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△204  

資産 戸建事業　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,516百万円

リフォーム事業　　　　　　　　　　　　　　　1,527 

その他事業　　　　　　　　　　　　　　　　    624

消去又は全社　　　　　　　　　　　　　　　　  836

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,505

減価償却費 戸建事業　　　　　　　　　　　　　　　   　　 140百万円

リフォーム事業　　　　　　　　　　　　　　　　 20

その他事業　　　　　　　　　　　　   　　　　  65

消去又は全社　　　　　　　　　　　　　　　　   ―

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　226

資本的支出 戸建事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 36百万円

リフォーム事業　　　　　　　　　　　　　　　　　8

その他事業　　　　　　　　　　　　   　　　　　22

消去又は全社　　　　　　　　　　　　　　　　   ―

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度における、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社、在外支店はあり

ません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度については、海外売上高がないため、記載すべき事項はありません。
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   (企業結合関係）

 　当連結会計年度

 当社とミサワホーム北日本㈱は、平成19年５月25日に「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日付でミサワホーム北日本㈱と合併いたしました。

 

　　　　１．結合当事企業名称、事業内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の概要

  （１）結合当事企業名称　　　　　

 　　　 ミサワホーム北日本㈱

  （２）事業内容　　　　　

　　　　秋田・青森両県における工業化住宅の販売・施工

  （３）企業結合の法的形式　　　　　

 　　　 吸収合併

  （４）結合後企業の名称　　　　

 　　　 東北ミサワホーム㈱

  （５）取引の概要　　　

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

を図るための合併

　　　　２．実施した会計処理の概要

「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」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成18年12月22日）に基づき、共

通支配下の取引として処理しております。　　 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

１株当たり純資産額    242円36銭

１株当たり当期純損失   34円00銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

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

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）

（百万円）
△676 △686

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
△676 △686

普通株式の期中平均株式数（株） 17,943,402 20,202,724
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（重要な後発事象）

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日付でミサワホーム北日本㈱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いくとともに、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

ストの削減を図ってまいります。 

 

　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しました。

 　

  ３．合併相手会社の主な事業内容、規模（平成19年３月31日現在）　　  

  （１）商号　　　　　　　ミサワホーム北日本㈱ 

  （２）主な事業内容　　　秋田・青森両県における工業化住宅の販売・施工　　　　　

  （３）規模

 　　　 資本金　　　　　　430百万円　　　　　　　　

        発行済株式数　　　8,038,200株

        純資産（連結）　　202百万円

        総資産（連結）　　6,607百万円

        売上高（連結）　　7,723百万円

        営業損失（連結）　159百万円

        経常損失（連結）　252百万円

        当期純損失(連結） 378百万円

        従業員数（連結）　168名
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 平成20年５月19日開催の当社取締役会において、㈱ミサワホーム福島との合併に関する基本方針を決議し、平成

20年５月23日に「合併契約書」を締結する予定であります。

  

　　　　１．結合当事企業名称、事業内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の概要

  （１）結合当事企業名称　　　　　

 　　　 ㈱ミサワホーム福島

  （２）事業内容　　　　　

　　　　福島県内における工業化住宅の販売・施工

  （３）企業結合の法的形式　　　　　

 　　　 吸収合併

  （４）結合後企業の名称　　　　

 　　　 東北ミサワホーム㈱

  （５）取引の概要　　　

 　　　 ミサワホームグループの新中期経営計画に基づき、収益基盤強化及び経営資源の再配分を目指すための合

併

　　　　２．実施する会計処理の概要

　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」に基づき処理する予定であります。　 

 

 (開示の省略）

関連当事者との取引の注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開

示を省略しております。 

 

５．部門別売上高及び受注状況
 （単位：百万円）

 期　　　別
 
 
 
 
科　　目

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）  増減

金額 構成比 金額 構成比

 
　売
　
　上

 
　高　 

 

 
戸建事業

 
21,309

 ％
82.2

 
22,479

 ％
79.7

 
1,170

リフォーム事業 3,232 12.5 4,060 14.4 827

不動産派生事業 ― ― 554 2.0 554

その他事業 1,385 5.3 1,112 3.9 △273

計 25,927 100.0 28,206 100.0 2,279

 
　受
　
　注

 
　高　 

戸建事業 20,513 82.0 22,489 86.5 1,976

リフォーム事業 3,430 13.7 3,515 13.5 85

不動産派生事業 ― ― ― ― ―

その他事業 1,070 4.3 ― ― △1,070

計 25,014 100.0 26,005 100.0 990

 
　受
　
　注

 
　残　

 
高 

戸建事業 6,609 81.0 9,189 94.6 2,579

リフォーム事業 489 6.0 497 5.1 7

不動産派生事業 ― ― ― ― ―

その他事業 1,060 13.0 30 0.3 △1,030

計 8,159 100.0 9,716 100.0 1,557

　（注）１ 当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更しております。変更の詳細につきましては29～32ページに

記載の「セグメント情報」をご参照ください。

　　　　２ 当社は、平成19年10月１日付でミサワホーム北日本㈱と合併しており、前連結会計年度は合併前の東北ミサ　

ワホーム㈱の金額であります。
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６．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   2,053   3,545   

２　完成工事未収入金   290   124   

３　分譲事業未収入金   326   310   

４　売掛金   0   0   

５　分譲土地建物   4,557   6,782   

６　販売用土地 ※１  3,813   3,405   

７　未成工事支出金   500   613   

８　未成分譲支出金   924   759   

９　未収入金   25   99   

10　前払費用   57   79   

11　立替金   195   40   

12　差入工事保証金   144   124   

13　繰延税金資産   84   ―   

14  関係会社短期貸付金   1,990   ―   

15　その他   82   21   

　　貸倒引当金   △75   △11   

流動資産合計   14,970 76.1  15,896 66.4 925
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１　建物 ※１ 2,077   3,196    

減価償却累計額  1,139 938  1,728 1,468   

２　展示用建物  158   251    

減価償却累計額  121 36  74 177   

３　構築物  114   198    

減価償却累計額  77 36  147 51   

４　機械装置  7   7    

減価償却累計額  6 1  6 1   

５　車両運搬具  ―   8    

減価償却累計額  ― ―  8 0   

６　工具器具備品  203   232    

減価償却累計額  173 29  201 30   

７　土地 ※１  1,616   2,949   

有形固定資産合計   2,659 13.5  4,679 19.5 2,020

(2）無形固定資産   21 0.1  34 0.1 13

(3）投資その他の資産         

１　投資有価証券   857   782   

２　関係会社株式   717   453   

３　出資金   0   1   

４　長期貸付金   121   137   

５　関係会社長期貸付金   ―   1,785   

６　長期前払費用   175   178   

７　会員権   4   11   

８　その他   241   198   

　　貸倒引当金   △99   △205   

投資その他の資産合計   2,018 10.3  3,342 14.0 1,324

固定資産合計   4,698 23.9  8,056 33.6 3,358

資産合計   19,669 100.0  23,953 100.0 4,283
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金 ※１  2,012   2,323   

２　工事未払金   743   632   

３　分譲事業未払金   403   709   

４　短期借入金
※１
※３

 6,320   9,830   

５　１年以内返済予定の長
期借入金

  457   1,596   

６　未払金   157   182   

７　未払法人税等   1   30   

８　未払消費税等   ―   53   

９　未払費用   85   117   

10　未成工事受入金   574   1,095   

11　分譲事業受入金 ※１  459   166   

12　預り金   302   409   

13　前受収益   1   1   

14　賞与引当金   149   168   

15　完成工事補償引当金   55   69   

流動負債合計   11,725 59.6  17,385 72.6 5,660

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※１  1,262   609   

２　繰延税金負債   ―   69   

３　退職給付引当金   ―   163   

４　役員退職慰労引当金   191   71   

５　受入保証金 ※３  216   317   

６　長期未払金   12   21   

固定負債合計   1,683 8.6  1,252 5.2 △430

負債合計   13,408 68.2  18,638 77.8 5,229
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   4,178 21.2  4,178 17.5 ―

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  1,414   1,414    

(2）その他資本剰余金  662   752    

資本剰余金合計   2,077 10.6  2,167 9.0 89

３　利益剰余金         

  その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  97   △946    

利益剰余金合計   97 0.5  △946 △4.0 △1,044

４　自己株式   △1 △0.0  △1 △0.0 △0

株主資本合計   6,352 32.3  5,397 22.5 △955

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  △92 △0.5  △83 △0.3 9

評価・換算差額等合計   △92 △0.5  △83 △0.3 9

純資産合計   6,260 31.8  5,314 22.2 △945

負債純資産合計   19,669 100.0  23,953 100.0 4,283

         

 (注）　前事業年度は、合併前の東北ミサワホーム㈱の財務諸表を記載しております。
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高合計   21,681 100.0  23,788 100.0 2,106

Ⅱ　売上原価合計   17,797 82.1  19,815 83.3 2,017

売上総利益   3,884 17.9  3,973 16.7 89

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  3,941 18.2  4,405 18.5 463

営業損失   57 △0.3  431 △1.8 △374

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息 ※１ 49   72    

２　受取配当金 ※１ 166   47    

３　受取手数料 ※１ 64   90    

４　受取保証料  5   ―    

５　その他 ※１ 72 358 1.7 82 293 1.2 △64

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  165   292    

２　シンジケートローン手
数料

 25   18    

３　賃貸資産費用  2   ―    

４　その他  13 207 1.0 45 356 1.5 149

経常利益   94 0.4  ― ― △94

経常損失   ― ―  494 △2.1 △494

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ ―   5    

２　貸倒引当金戻入益  ― ― ― 93 98 0.4 98

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※４ 3   14    

２　たな卸資産評価損  12   ―    

３　投資有価証券評価損  53   163    

４　関係会社株式評価損  ―   273    

５　その他  3 72 0.3 22 474 2.0 401

税引前当期純利益   21 0.1  ― ― △21

税引前当期純損失   ― ―  869 △3.7 △869

法人税、住民税及び事
業税

 17   20    

法人税等調整額  2 20 0.1 154 174 0.7 153

当期純利益   0 0.0  ― ― △0

当期純損失   ― ―  1,044 △4.4 △1,044

 (注）　前事業年度は、合併前の東北ミサワホーム㈱の財務諸表を記載しております。
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

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

事業年度中の変動額            

新株の発行 416 414  414    831   831

当期純利益     0 0  0   0

自己株式の取得       △0 △0   △0

自己株式の処分   30 30   137 168   168

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

        △133 △133 △133

事業年度中の変動額合計
（百万円）

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

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,178 1,414 662 2,077 97 97 △1 6,352 △92 △92 6,260

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利
益剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,178 1,414 662 2,077 97 97 △1 6,352 △92 △92 6,260

事業年度中の変動額            

当期純損失     △1,044 △1,044  △1,044   △1,044

自己株式の取得       △0 △0   △0

合併による増減   89 89    89 △1 △1 87

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）

        11 11 11

事業年度中の変動額合計
（百万円）

  89 89 △1,044 △1,044 △0 △955 9 9 △945

平成20年３月31日　残高
（百万円）

4,178 1,414 752 2,167 △946 △946 △1 5,397 △83 △83 5,314
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

…移動平均法による原価法

(1）子会社株式

同左

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

分譲土地建物、販売用土地、未成工事支出

金及び未成分譲支出金

…個別法による原価法

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

(1) 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

(2)　　　　　 ―――――

 

 

(1) 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　　　　　　　　　４～50年

展示用建物　　　　　　７～24年

(2) ソフトウエア

……社内における利用可能期間(５年）

に基づく定額法

（会計方針の変更）

　平成19年度の法人税法改正に伴い、当事

業年度より、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、当事

業年度より、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。　

４　繰延資産の処理方法 株式交付費

…支出時に全額費用として処理しており

ます。

株式交付費

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

５　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

 (3）完成工事補償引当金

　完成工事に係る瑕疵担保の費用に備え

るため、過年度の実績を基礎に将来の補

償見込みを加味して算出した額を計上し

ております。

(3）完成工事補償引当金

同左

 (4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。なお、

会計基準変更時差異（△50百万円）は、

15年による均等額を費用処理しておりま

す。数理計算上の差異は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法により、

それぞれ発生の翌期から費用処理してお

ります。

　また、適格退職年金制度における年金

資産の額が退職給付債務等の額を超えて

いるため、当該超過額を投資その他の資

産の「長期前払費用」に計上しておりま

す。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。なお、

会計基準変更時差異（△50百万円）は、

15年による均等額を費用処理しておりま

す。数理計算上の差異は、その発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法により、

それぞれ発生の翌期から費用処理してお

ります。

　また、適格退職年金制度における年金

資産の額が退職給付債務等の額を超えて

いるため、当該超過額を投資その他の資

産の「長期前払費用」に計上しておりま

す。

　上記のほか、平成19年10月１日付で合

併したミサワホーム北日本㈱より引き継

いだ退職給付制度については、簡便法を

採用しており、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

　役員退職慰労金の支出に備えて、内規

に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

(5）役員退職慰労引当金

同左

６　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の

一部改正）

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日　

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会

　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）並び

に改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　最終改正　平成18年８月

11日　企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会　最終改正平成18年８月11日　企業会計基準適用指

針第２号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

  なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は6,260

百万円であります。

  財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務

諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

―――――

 

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

―――――

 

 (損益計算書）

  前事業年度において区分掲記しておりました「受取保証

料」(当事業年度８百万円）は、営業外収益の総額の100分

の10以下であるため、当事業年度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。

  前事業年度において区分掲記しておりました「賃貸資産

費用」(当事業年度２百万円）は、営業外費用の総額の100

分の10以下であるため、当事業年度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。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(1）担保に供している資産

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(1）担保に供している資産

販売用土地 503百万円 販売用土地  269百万円

建物 　353 

土地 　1,032 

計 1,655 

(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
 48 

計 248 

短期借入金  　 3,530百万円

長期借入金  109 

定期借地権設定契約に

基づく受入保証金
42 

計 3,682 

２　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

２　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（36名）  538百万円 つなぎ融資利用者（32名）  　 575百万円

(2）住宅ローン融資に対する保証 (2）住宅ローン融資に対する保証

住宅ローン利用者（159名）  3,092百万円 住宅ローン利用者（207名）       4,200百万円

※３　シンジケーション方式コミットメントライン

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融

機関８行とシンジケーション方式コミットメントライ

ン契約を締結しております。この契約に基づく当連結

会計年度の借入未実行残高は次のとおりであります。

シンジケーション方式コミッ

トメントラインの総額
 8,900百万円

借入実行残高 6,200 

差引額 2,700 

※３　　　　　　　　　―――――
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。

受取配当金  156百万円

その他の営業外収益  42 

※１　関係会社との取引に係るものは次のとおりでありま

す。

仕入高  　 5,258百万円

受取利息  　 61 

受取配当金  34 

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目

従業員給料手当 1,381百万円

販売報奨金  202 

賞与引当金繰入額  118 

退職給付引当金繰入額  66 

広告宣伝費  665 

貸倒引当金繰入額 25 

減価償却費  89 

完成工事補償引当金繰入額 45 

法定福利費 241 

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目

従業員給料手当 1,522百万円

販売報奨金  222 

賞与引当金繰入額 118 

退職給付引当金繰入額  102 

広告宣伝費  781 

減価償却費  114 

完成工事補償引当金繰入額 58 

法定福利費 259 

※３　　　　　　　　　―――――

 

※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

※３　固定資産売却益は、展示用建物の売却によるもので

あります。

※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

展示用建物 1百万円

構築物  0 

工具器具備品 1 

計 3 

展示用建物  11百万円

構築物   0 

工具器具備品  1 

計 14 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 353 0 350 3

合計 353 0 350 3

　(注） １　自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

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

 

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 3 0 ― 4

合計 3 0 ― 4

　(注） 自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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）

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

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）

期末残高相
当額
（百万円）

展示用建物 472 203 268

車両運搬具 14 5 9

工具器具備品 27 22 5

ソフトウェア 16 1 14

合計 530 232 298

 
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）

展示用建物 689 390 298

車両運搬具 10 4 6

工具器具備品 50 21 28

ソフトウェア 9 0 9

合計 760 417 343

２　未経過リース料期末残高相当額 ２　未経過リース料期末残高相当額

１年内 120百万円

１年超 275 

合計 395 

１年内 184百万円

１年超 289 

合計 474 

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 125百万円

(2）減価償却費相当額 172 

(3）支払利息相当額 12 

(1）支払リース料 173百万円

(2）減価償却費相当額 206 

(3）支払利息相当額 15 

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

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

（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

（有価証券関係）

　前事業年度（平成19年３月31日）及び当事業年度（平成20年３月31日）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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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

賞与引当金の繰入限度超過額 60百万円

減価償却費の償却限度超過額 17 

役員退職慰労引当金加算 77 

固定資産評価損加算 141 

関係会社株式評価損加算 145 

たな卸資産評価損加算 185 

完成工事補償引当金加算 22 

繰越欠損金 2,248 

その他有価証券評価差額金 37 

貸倒引当金加算 51 

その他 26 

評価性引当額 △2,860 

繰延税金資産合計 153 

賞与引当金の繰入限度超過額 67百万円

減価償却費の償却限度超過額 24 

退職給付引当金加算 65 

役員退職慰労引当金加算 28 

固定資産評価損加算 168 

たな卸資産評価損加算 212 

完成工事補償引当金加算 28 

繰越欠損金 3,786 

その他有価証券評価差額金 33 

貸倒引当金加算 76 

その他 45 

評価性引当額 △4,538 

繰延税金資産合計 ― 

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

前払年金費用 68 

繰延税金負債合計 68 

繰延税金資産の純額 84 

前払年金費用 69 

繰延税金負債合計 69 

繰延税金資産の純額 △69 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
12.1 

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△278.5 

住民税均等割等 82.5 

評価性引当額の変動額 239.3 

その他 0.0 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
95.8％

    当事業年度においては、税引前当期純損失であるため、

記載しておりません。

  （企業結合関係）

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　連結財務諸表「注記事項（企業結合関係）」に記載しているため、注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 342円59銭

１株当たり当期純利益 ０円５銭

１株当たり純資産額    240円13銭

１株当たり当期純損失   51円69銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

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

 
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益又は当期純損失(△)（百万円） 0 △1,044

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
0 △1,044

普通株式の期中平均株式数（株） 17,943,402 20,202,724

（重要な後発事象）

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日付でミサワホーム北日本㈱と合併いたしま

す。

　なお、合併に関する事項の概要につきましては、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等　(1) 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。

 　　　　　

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

  平成20年５月19日開催の当社取締役会において、㈱ミサワホーム福島との合併に関する基本方針を決議し、平

成20年５月23日に「合併契約書」を締結する予定であります。

　なお、合併に関する事項の概要につきましては、「第５　経理の状況　１．連結財務諸表等　(1) 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。
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７．その他
(1）役員の異動

 ①取締役の異動

 新任取締役候補

　  いとう よしお 　

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

　  さいの くにかず 　

取締役  齋野  國和  (現　㈱ミサワホーム福島代表取締役社長執行役員)

  なお、齋野　國和は、平成20年10月１日（予定）付で㈱ミサワホーム福島との合併の効力が発生することを条
件として、同日付で就任することとしております。

 退任予定取締役

　  くまばやし しげる 　

取締役  熊林 茂  

    

 ②監査役の異動

 新任監査役候補

　  くまばやし しげる 　

 監査役  熊林 茂  (現　当社取締役常務執行役員)

 退任予定監査役

　  さの たけし 　

 監査役  佐野 武司 　
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