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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 4,953 ― △697 ― △755 ― △1,391 ―

20年3月期第1四半期 4,173 △13.5 △486 ― △502 ― △534 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △62.86 ―

20年3月期第1四半期 △29.26 ―

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

21年3月期第1四半期 24,727 3,993 16.2 180.45
20年3月期 25,505 5,363 21.0 242.36

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,993百万円 20年3月期  5,363百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 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、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注)詳細は、2ページ「定性的情報・財務諸表等 4.その他」をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  22,135,532株 20年3月期  17,943,402株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,414株 20年3月期  4,041株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  22,131,323株 20年3月期第1四半期  18,273,737株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第1四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題の長期化等による金融不安や世界経済の成長減

速、急激な原油高や穀物等の価格高騰に伴う諸物価上昇などにより、景気は減速傾向を強めております。

　住宅業界におきましては、4～5月の全国住宅着工戸数が前年比7.6％減となり、また、同時期の東北地方の住宅着工

戸数も前年比14.1％減となるなど、当社を取り巻く環境は前年度に引き続き厳しい環境が続いております。

　このような事業環境のなか、当社グループでは、戸建事業においては、街の暮らしの快適をスマートに自分らしく

カスタマイズできる「SMART STYLE O 40 Mタイプ」などの新商品を投入しました。また、リフォーム事業においては、

「まるごとホームイング」に木造住宅リフォーム・マンションリフォーム向けにパック販売を実施したほか、新たに

子会社において低価格帯の在来工法住宅の販売を開始するなど、シェア拡大を目指して積極的な事業展開を実施して

まいりました。

　当第1四半期連結会計期間の受注棟数は、分譲住宅が10棟増えたものの注文住宅が減少したため、前年同期比34棟の

減少(前年同期に旧ミサワホーム北日本分を含む)となりました。リフォーム事業については、青森県・秋田県での販

売を含め受注高は前年同期比33.5％の増加となりました。

　なお、戸建事業は、例年竣工・お引渡しが8・9月、2・3月に集中する傾向にあります。

　当第１四半期連結会計期間の連結業績につきましては、売上高は前年同期比18.7％増の49億53百万円、営業損失は

6億97百万円（前年同期は4億86百万円の損失）、経常損失は7億55百万円（前年同期は5億2百万円の損失）、当期首に

おきましてたな卸資産の評価に関する会計基準の適用に係るたな卸資産評価損6億19百万円などを計上したため、四半

期純損失は13億91百万円（前年同期は5億34百万円の損失）となりました。

　当社は平成19年10月1日付でミサワホーム北日本㈱と合併しておりますが、上記の前年同期比には同社の実績を含ん

でおりません。

　当第1四半期連結会計期間のセグメント別の業績は次のとおりであります。

①戸建事業

　戸建事業は、売上高37億52百万円、営業損失7億1百万円となりました。

②リフォーム事業

　リフォーム事業は、売上高11億12百万円、営業利益19百万円となりました。

③不動産派生事業

　不動産派生事業は、売上高65百万円、営業利益5百万円となりました。

④その他事業

　その他事業は、売上高51百万円、営業利益20百万円となりました。

(注)上記における前年同期との対比については、四半期財務諸表に関する会計基準では記載不要となっておりますが、

業績説明上参考とするため記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第1四半期連結会計期間末の総資産額は247億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億77百万円減少いたしま

した。主な要因は、現金預金の減少6億35百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少4億43百万円等によるもので

あります。

　負債総額は207億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億92百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入

金の増加12億45百万円等によるものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第1四半期連結会計期間は、受注棟数が前年同期を若干下回っておりますが、受注残は前期並みの水準にあり、ま

た分譲住宅やリフォーム受注も堅調に推移しており、第2四半期連結会計期間での販売強化やコスト削減などの施策に

より平成21年3月期の業績予想につきましては、平成20年5月19日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

 

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）

　該当事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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　該当事項はありません。

 

（３）四半期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

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．当第1四半期連結会計期間において、ミサワホームグループ（以下MGという）の内部統制強化の一環として、

MG内における会計処理方法が見直され、更なる統一が図られました。これに伴い当社も以下のとおり会計処理

を変更しております。

　従来、営業外収益として計上しておりました保険代理店手数料収入及び事務代行手数料収入は、売上高とし

て計上することとしました。

　また従来、販売費及び一般管理費として計上しておりました建築確認申請代行費用は、売上原価として計上

することとしました。

　これらの変更により、売上総利益が17百万円増加、営業損失が21百万円減少しております。

３．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第

１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額についは収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）により算定しております。

　これにより、売上総利益が38百万円減少、営業損失及び経常損失がそれぞれ38百万円増加、税金等調整前四

半期純損失が657百万円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、4ページ「定性的情報・財務諸表等　４．その他（５）セグメント情

報に記載しております。
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第1四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
戸建事業
（百万円）

リフォーム
事業
（百万円）

 不動産派
生事業
 (百万円)

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高及び営業損益売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 3,752 1,112 65 23 4,953 ― 4,953

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
― ― ― 28 28 (28)　 ―

計 3,752 1,112 65 51 4,981 (28)　 4,953

営業利益又は営業損失（△） △701 19 5 20 △655 (41)　 △697

　（注）１　事業区分の方法

販売方法及び商品の存在形態の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業区分別の主要な商品等は次のとおりであります。

事業区分 主要商品及び事業内容

戸建事業

木質及びセラミック住宅の建築請負

土地付分譲住宅の販売及び施工

土地付注文住宅の販売及び施工

分譲宅地の販売

リフォーム事業 増築・リフォーム工事等

不動産派生事業

建築確認申請業務

不動産仲介

中古不動産売買

賃貸住宅の管理

その他事業

特殊建築物の建築請負

固定資産のリース

保険代理店業務

金融事業

住宅設備・家具等の販売

３　会計処理の方法の変更

　 (ミサワホームグループ(以下ＭＧという）における会計処理方法の見直し）

　　定性的情報・財務諸表等 ４．その他（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法

等の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、ＭＧの内部統制強化の一環として、ＭＧ内にお

ける会計処理方法が見直され、更なる統一が図られました。これに伴い当社も以下のとおり会計処理を変更

しております。従来、営業外収益として計上しておりました保険代理店手数料収入及び事務代行等手数料収

入は、売上高として計上することとしました。また従来、販売費及び一般管理費として計上しておりました

建築確認申請代行費用は、売上原価として計上することとしました。これらの変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比べて、その他事業の営業利益が21百万円増加しております。

　 (棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　定性的情報・財務諸表等 ４．その他（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法

等の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基

準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、

戸建事業の営業損失が38百万円増加しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　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

　海外売上高がないため、記載すべき事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,732 4,367

受取手形・完成工事未収入金等 259 703

未成工事支出金等 1,828 1,450

販売用不動産 11,592 11,688

その他 807 761

貸倒引当金 △16 △19

流動資産合計 18,204 18,950

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,079 3,079

その他（純額） 2,029 2,041

有形固定資産計 5,108 5,120

無形固定資産 38 38

投資その他の資産   

投資有価証券 847 836

その他 663 695

貸倒引当金 △135 △135

投資その他の資産計 1,375 1,395

固定資産合計 6,522 6,554

資産合計 24,727 25,505

負債の部   

流動負債   

工事未払金 2,868 4,066

短期借入金 11,544 10,299

未払法人税等 11 53

未成工事受入金 2,310 1,360

賞与引当金 124 217

完成工事補償引当金 63 71

その他 2,413 2,583

流動負債合計 19,336 18,651

固定負債   

長期借入金 518 609

退職給付引当金 233 225

役員退職慰労引当金 83 80

その他 562 575

固定負債合計 1,398 1,490

負債合計 20,734 20,141
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,178 4,178

資本剰余金 2,171 2,171

利益剰余金 △2,291 △900

自己株式 △1 △1

株主資本合計 4,057 5,448

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △63 △84

評価・換算差額等合計 △63 △84

純資産合計 3,993 5,363

負債純資産合計 24,727 25,505
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 4,953

売上原価 4,158

売上総利益 794

販売費及び一般管理費  

従業員給料手当 506

賞与引当金繰入額 73

役員退職慰労引当金繰入額 3

完成工事補償引当金繰入額 16

その他 892

販売費及び一般管理費合計 1,491

営業損失（△） △697

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 8

その他 27

営業外収益合計 39

営業外費用  

支払利息 89

その他 7

営業外費用合計 97

経常損失（△） △755

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3

その他 2

特別利益合計 6

特別損失  

たな卸資産評価損 619

その他 10

特別損失合計 629

税金等調整前四半期純損失（△） △1,378

法人税、住民税及び事業税 11

法人税等調整額 1

法人税等合計 12

四半期純損失（△） △1,391
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,378

減価償却費 49

負ののれん償却額 △1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

賞与引当金の増減額（△は減少） △93

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3

受取利息及び受取配当金 △11

支払利息 89

投資有価証券評価損益（△は益） 10

たな卸資産評価損 675

売上債権の増減額（△は増加） 443

営業貸付金の増減額（△は増加） 13

たな卸資産の増減額（△は増加） △957

仕入債務の増減額（△は減少） △1,198

未成工事受入金の増減額（△は減少） 950

その他 △167

小計 △1,575

利息及び配当金の受取額 11

利息の支払額 △93

法人税等の支払額 △59

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,716

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 △37

その他 27

投資活動によるキャッシュ・フロー △10

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（△は減少） 1,245

長期借入金の返済による支出 △153

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △635

現金及び現金同等物の期首残高 4,367

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,732
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年3月期
第1四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 4,173

Ⅱ　売上原価 3,399

売上総利益 773

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,260

営業損失 486

Ⅳ　営業外収益  

　受取利息 3

　受取手数料 14

　受取配当金 8

　その他 20

営業外収益計　 46

Ⅴ　営業外費用  

　支払利息 50

　その他 12

営業外費用合計 62

経常損失 502

Ⅵ　特別利益 0

Ⅶ　特別損失 12

税金等調整前四半期純損失 514

法人税、住民税及び事業税 9

法人税等調整額 11

四半期純損失 534

（２）受注の状況

　　当第1四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントごとの受注状況は次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
期中受注高
（百万円）

期末受注残高
（百万円）

戸建事業 4,902 10,056

リフォーム事業 1,128 708

不動産派生事業 － －

その他事業 － 30

合計 6,030 10,794

　（注）　上記金額に消費税等は含まれておりません。
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