
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年2月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 東北ミサワホーム株式会社 上場取引所 東 

コード番号 1907 URL http://www.tohoku.misawa.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 近藤 伸一

問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員 （氏名） 福田 好史 TEL 022-724-3301

四半期報告書提出予定日 平成21年2月9日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 22,949 ― △918 ― △1,103 ― △1,829 ―

20年3月期第3四半期 17,687 △0.6 △803 ― △920 ― △1,135 ―

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3四半期 △79.21 ―

20年3月期第3四半期 △58.06 ―

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3四半期 26,387 4,053 15.4 162.06
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3四半期  4,053百万円 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 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 35,000 ― △270 ― △500 ― △1,270 ― △50.78

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、3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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.平成20年11月7日に発表いたしました通期連結業績予想について本資料において修正しております。 
2.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項につきましては、2ページ「定性的情報・
財務諸表」 3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
3.当連結会計年度より「四半期財務諸表等に関する会計基準」（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。  

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3四半期  25,015,532株 20年3月期  22,135,532株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,514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3四半期  23,094,644株 20年3月期第3四半期  19,564,471株
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当第3四半期連結累計期間の東北地方の景気は、世界的な金融不安や景気後退、輸出の大幅な減少、雇用の悪化な

どの影響により深刻な状況が続いており、平成20年4～11月の住宅着工戸数は前年同期比5.2％減少となっておりま

す。 

このような環境の中で当社グループは、平成20年10月1日付で㈱ミサワホーム福島と合併し、東北6県に営業エリア

を拡大し、エリア内での人員シフトや販売手法の水平展開、本社機能集約による管理部門のスリム化などの施策を実

施し、コスト削減による合理化の推進に努めてまいりましたが、主力である戸建事業における受注棟数の減少などに

より、売上高は229億49百万円、経常損失11億3百万円、当期純損失18億29百万円と、事業計画を大幅に下回る結果と

なりました。 

当第3四半期連結累計期間のセグメント別の業績は次の通りであります。  

①戸建事業 

戸建事業は、受注の減少や競合値引等により売上高186億92百万円、営業損失12億70百万円となりました。 

②リフォーム事業 

リフォーム事業は、受注が順調に推移したため、売上高37億45百万円、営業利益2億56百万円となりました。 

③不動産派生事業 

不動産派生事業は、売上高4億20百万円、営業利益34百万円となりました。 

④保険代理店事業 

保険代理店事業は、売上高69百万円、営業利益55百万円となりました。なお、従来「保険代理店事業」は「その他

事業」の一部としておりましたが、全セグメントに占める比率が高まったため、第2四半期連結累計期間より独立し

たセグメントといたしました。 

⑤その他事業 

その他事業は、売上高1億6百万円、営業利益42百万円となりました。  

  

当第3四半期連結累計期間末の総資産額は263億87百万となり、前連結会計年度末に比べ8億82百万円増加いたしま

した。主な要因は、平成20年10月1日付で㈱ミサワホーム福島と合併したことに伴う（以下「合併」という）資産増

加および現預金の減少等によるものであります。 

負債総額は223億34百万円となり21億92百万円増加いたしました。主な要因は、合併に伴う短期借入金の増加13億

63百万円、仕入債務の増加12億28百万円等によるものであります。 

  

当第3四半期連結累計期間の業績を踏まえ、遺憾ながら通期連結業績予想を、売上高350億円、営業損失2億70百万

円、経常損失5億円、当期純損失12億70百万円に修正したします。 

なお、詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

  

該当事項はありません。  

  

   

該当事項はありません。  

  

  

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．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。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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 
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  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、当第3四半期連結累計期間の売上総利益が91百万円増加、営業損失が1億7百万円減少

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、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、当第3四半期連結累計期間の売上総利益が1億45百万円減少、営業損失及び経常損失がそれぞれ

1億45百万円増加、税金等調整前四半期純損失が7億64百万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、9ページ「５．四半期連結財務諸表 （５）セグメント情報に記載

しております。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,215 4,367

受取手形・完成工事未収入金等 247 703

たな卸資産 15,829 13,138

その他 864 761

貸倒引当金 △20 △19

流動資産合計 19,136 18,950

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,491 3,079

その他（純額） 2,395 2,041

有形固定資産計 5,886 5,120

無形固定資産 44 38

投資その他の資産   

投資有価証券 710 836

その他 747 695

貸倒引当金 △137 △135

投資その他の資産計 1,319 1,395

固定資産合計 7,251 6,554

資産合計 26,387 25,505

負債の部   

流動負債   

工事未払金 3,350 4,066

短期借入金 12,832 10,299

未払法人税等 25 53

未成工事受入金 2,179 1,360

賞与引当金 150 217

完成工事補償引当金 95 71

その他 1,980 2,583

流動負債合計 20,615 18,651

固定負債   

長期借入金 686 609

退職給付引当金 351 225

役員退職慰労引当金 79 80

その他 601 575

固定負債合計 1,719 1,490

負債合計 22,334 20,141
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,720 2,171

利益剰余金 △2,729 △900

自己株式 △1 △1

株主資本合計 4,167 5,448

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △113 △84

評価・換算差額等合計 △113 △84

純資産合計 4,053 5,363

負債純資産合計 26,387 25,505
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 22,949

売上原価 19,136

売上総利益 3,812

販売費及び一般管理費  

従業員給料手当 1,746

賞与引当金繰入額 82

役員退職慰労引当金繰入額 9

貸倒引当金繰入額 0

完成工事補償引当金繰入額 77

その他 2,816

販売費及び一般管理費合計 4,731

営業損失（△） △918

営業外収益  

受取利息 9

受取配当金 11

受取賃貸料 25

その他 65

営業外収益合計 112

営業外費用  

支払利息 281

その他 15

営業外費用合計 297

経常損失（△） △1,103

特別利益  

固定資産売却益 10

投資有価証券売却益 11

その他 2

特別利益合計 25

特別損失  

たな卸資産評価損 619

その他 117

特別損失合計 736

税金等調整前四半期純損失（△） △1,815

法人税、住民税及び事業税 21

法人税等調整額 △7

法人税等合計 13

四半期純損失（△） △1,829
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 6,619

売上原価 5,681

売上総利益 937

販売費及び一般管理費  

従業員給料手当 751

役員退職慰労引当金繰入額 4

完成工事補償引当金繰入額 32

その他 1,034

販売費及び一般管理費合計 1,824

営業損失（△） △886

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 1

受取賃貸料 11

その他 15

営業外収益合計 32

営業外費用  

支払利息 98

その他 4

営業外費用合計 103

経常損失（△） △957

特別利益  

固定資産売却益 10

貸倒引当金戻入額 5

その他 0

特別利益合計 16

特別損失  

投資有価証券評価損 89

その他 8

特別損失合計 97

税金等調整前四半期純損失（△） △1,038

法人税、住民税及び事業税 7

法人税等調整額 7

法人税等合計 14

四半期純損失（△） △1,053
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △1,815

減価償却費 173

負ののれん償却額 △4

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △128

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） 23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12

受取利息及び受取配当金 △21

支払利息 281

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 89

固定資産処分損益（△は益） 6

たな卸資産評価損 931

売上債権の増減額（△は増加） 487

営業貸付金の増減額（△は増加） △7

たな卸資産の増減額（△は増加） △760

仕入債務の増減額（△は減少） △1,944

未成工事受入金の増減額（△は減少） △86

その他 △172

小計 △2,952

利息及び配当金の受取額 21

利息の支払額 △280

法人税等の支払額 △98

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,309

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 △147

有形固定資産の売却による収入 33

投資有価証券の売却による収入 12

その他 33

投資活動によるキャッシュ・フロー △67

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） 1,376

長期借入れによる収入 270

長期借入金の返済による支出 △1,601

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,333

現金及び現金同等物の期首残高 4,367

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,181

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,215
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （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。 

３ 会計処理の方法の変更 

  (MG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かかる会計処理の原則・手続、表示

方法等の変更に記載のとおり、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、当第3四半期連結累計期間の営業利益が保険代理店事業で68百万円、不動産派生事業で39

百万円、それぞれ増加しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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)

保険代理
店事業 
(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                                                

(1）外部顧客に対する売上

高 
 18,692  3,745  420  69  20  22,949  －  22,949

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 －  －  －  －  85  85 (85)   －

計  18,692  3,745  420  69  106  23,034 (85)   22,949

営業利益または営業損失(△)  △1,270  256  34  55  42  △881  (37)  △918

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 

保険代理店事業 保険代理店業務 

その他事業 

特殊建築物の建築請負 

固定資産のリース 

金融事業 

住宅設備・家具等の販売 
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  (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かかる会計処理の原則・手続、表示

方法等の変更に記載のとおり、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、当第3四半期連結累計期間の戸建事業の営業損失が1億45百万円増加しております。 

４ 事業区分の変更 

事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性の観点に基づき４区分としていましたが、

「その他事業」に含めて表示していた保険代理店事業の全セグメントに占める割合が高くなったため、第2

四半期連結会計期間より、保険代理店事業をその他事業から分離することとしました。 

この結果、従来の方法と比較して当第3四半期連結累計期間の売上高は、保険代理店事業で69百万円増加

し、その他事業で69百万円減少しております。また、営業利益は保険代理店事業で55百万円増加し、その他

事業で55百万円減少しております。 

  

当第3四半期連結累計期間における、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。 

  

  

当第3四半期連結累計期間については、海外売上高がないため、記載すべき事項はありません。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

  

科目

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  17,687

Ⅱ 売上原価  14,371

売上総利益  3,315

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,119

営業損失  803

Ⅳ 営業外収益      

 受取利息  8

 受取手数料  51

 受取配当金  13

 その他  72

 営業外収益合計  146

Ⅴ 営業外費用      

 支払利息  217

 その他  45

 営業外費用合計  262

経常損失  920

Ⅵ 特別利益  166

Ⅶ 特別損失  152

税金等調整前四半期純損失  906

法人税、住民税および事業税  67

法人税等調整額  162

四半期純損失  1,135

（２）受注の状況 

 当第３四半期連結累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。 

 （注） 上記金額に消費税等は含まれておりません。 

  

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  22,432  12,486

リフォーム事業  3,590  342

不動産派生事業  －  －

保険代理店事業  －  －

その他事業  －  －

合計  26,022  12,828
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