
 

平成 21 年 6 月 9 日 

各   位 

上 場会社名 東北ミサワホーム株式会社  

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  近藤 伸一 

（コード番号 1907 東証第一部） 

問 合 せ 先 取締役常務執行役員 福田 好史 

℡ 022 - 724 - 3301 

 

（訂正）「平成 21 年 3 月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
 

 平成 21 年 5 月 15 日に開示いたしました「平成 21 年 3 月期 決算短信」の内容に一部訂正がご

ざいましたのでお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所には下線  を付しております。 

 

記 

 

14 ページ 

＜訂正前＞ 

４．連結財務諸表 

 (３)連結株主資本等変動計算書 

 

 

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

　至　平成20年３月31日) 　至　平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△106 △84

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23 13

当期変動額合計 21 18

△84 △66

評価・換算差額等合計

△106 △84

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23 13

当期変動額合計 21 18

△84 △66

前期末残高

当期末残高

当期末残高

前期末残高

（単位：百万円）



 

＜訂正後＞ 

４．連結財務諸表 

 (３)連結株主資本等変動計算書 

 

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

　至　平成20年３月31日) 　至　平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△106 △84

当期変動額

合併による増加 △1 5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23 13

当期変動額合計 21 18

△84 △66

評価・換算差額等合計

△106 △84

当期変動額

合併による増加 △1 5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23 13

当期変動額合計 21 18

△84 △66

前期末残高

当期末残高

当期末残高

（単位：百万円）

前期末残高
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＜訂正前＞ 

４．連結財務諸表 

 (４)連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

　至　平成20年３月31日) 　至　平成21年３月31日)

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（△） △427 △2,312

減価償却費 226 245

負ののれん償却額 △5 △5

減損損失 － 686

貸倒引当金の増減額（△は減少） △89 16

賞与引当金の増減額（△は減少） △29 △94

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △5 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42 24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △133 △9

受取利息及び受取配当金 △25 △25

支払利息 313 375

投資有価証券売却損益（△は益） △139 △23

投資有価証券評価損益（△は益） 189 168

固定資産処分損益（△は益） 3 7

たな卸資産評価損 － 1,095

事業再編損失 － 162

売上債権の増減額（△は増加） 63 194

営業貸付金の増減額（△は増加） 329 3

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,355 1,335

仕入債務の増減額（△は減少） △467 △574

未成工事受入金の増減額（△は減少） △548 △911

その他 235 △51

小計 885 314

利息及び配当金の受取額 25 25

利息の支払額 △339 △369

法人税等の支払額 △89 △97

営業活動によるキャッシュ・フロー 482 △127

（単位：百万円）



 

＜訂正後＞ 

４．連結財務諸表 

 (４)連結キャッシュ・フロー計算書 
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＜訂正前＞ 

（セグメント情報） 

 a.事業の種類別セグメント情報 

  当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 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)

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)

Ⅱ 資産、減価償却費 

    及び資本的支出 
   

  資産 22,346  1,607 331 － 387 24,671  687  25,359 

  減価償却費 193  20 1 － 31 245  －  245 

  資本的支出 171  7 － － 1 180  －  180 

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

　至　平成20年３月31日) 　至　平成21年３月31日)

税金等調整前当期純損失（△） △427 △2,312

減価償却費 226 245

負ののれん償却額 △5 △5

減損損失 － 686

貸倒引当金の増減額（△は減少） △89 16

賞与引当金の増減額（△は減少） △29 △94

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △5 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42 24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △133 △9

受取利息及び受取配当金 △25 △25

支払利息 313 375

投資有価証券売却損益（△は益） △139 △23

投資有価証券評価損益（△は益） 189 168

固定資産処分損益（△は益） 3 7

たな卸資産評価損 － 807

事業再編損失 － 162

売上債権の増減額（△は増加） 63 194

営業貸付金の増減額（△は増加） 329 3

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,355 1,623

仕入債務の増減額（△は減少） △467 △574

未成工事受入金の増減額（△は減少） △548 △911

その他 235 △51

小計 885 314

利息及び配当金の受取額 25 25

利息の支払額 △339 △369

法人税等の支払額 △89 △97

営業活動によるキャッシュ・フロー 482 △127

営業活動によるキャッシュ・フロー

（単位：百万円）



 

＜訂正後＞ 

（セグメント情報） 

 a.事業の種類別セグメント情報 

  当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 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)

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)

Ⅱ 資産、減価償却費、 

    減損損失及び資本的 

  支出 

   

  資産 22,346  1,607 331 － 387 24,671  687  25,359 

  減価償却費 193  20 1 － 31 245  －  245 

  減損損失 686  － － － － 686  －  686 

  資本的支出 171  7 － － 1 180  －  180 
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＜訂正前＞ 

（セグメント情報） 

 a.事業の種類別セグメント情報 

  (注)６ 事業区分の変更 

これまで保険代理店業務を「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「保険代理店事業」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。 

 

資産  戸建事業                  22,346 百万円 

リフォーム事業               1,607 

不動産派生事業                 331 

その他事業                  387 

消去又は全社                 687     

    計                     25,359 

 

減価償却費 戸建事業                     193 百万円 

リフォーム事業                 20 

不動産派生事業                  1 

その他事業                    31 

消去又は全社                   ―     

    計                      245  

 

資本的支出 戸建事業                   171 百万円 

リフォーム事業                  7 

不動産派生事業                                 ― 

その他事業                     1 

消去又は全社                   ―     

     計                      180 



 

 

＜訂正後＞ 

（セグメント情報） 

 a.事業の種類別セグメント情報 

  (注)６ 事業区分の変更 

これまで保険代理店業務を「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「保険代理店事業」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。 

 

資産  戸建事業                  22,346 百万円 

リフォーム事業               1,607 

不動産派生事業                 331 

その他事業                  387 

消去又は全社                 687     

    計                     25,359 

 

減価償却費 戸建事業                     193 百万円 

リフォーム事業                 20 

不動産派生事業                  1 

その他事業                    31 

消去又は全社                   ―     

    計                      245  

 

減損損失  戸建事業                     686 百万円 

リフォーム事業                 ― 

不動産派生事業                 ― 

その他事業                    ― 

消去又は全社                   ―     

    計                      686  

  

資本的支出 戸建事業                   171 百万円 

リフォーム事業                  7 

不動産派生事業                                 ― 

その他事業                     1 

消去又は全社                   ―     

     計                      180 
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＜訂正前＞ 

５．個別財務諸表 

 （３）株主資本等変動計算書 

 

 

＜訂正後＞ 

５．個別財務諸表 

 （３）株主資本等変動計算書 

 

 

 

以上 

前事業年度 当事業年度

(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

　至　平成20年３月31日) 　至　平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△92 △83

当期変動額

合併による増加 △1 5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 11

当期変動額合計 9 16

△83 △66

評価・換算差額等合計

△92 △83

当期変動額

合併による増加 △1 5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 11

当期変動額合計 9 16

△83 △66

前期末残高

当期末残高

（単位：百万円）

前期末残高

当期末残高

前事業年度 当事業年度

(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

　至　平成20年３月31日) 　至　平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△92 △83

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 11

当期変動額合計 9 16

△83 △66

評価・換算差額等合計

△92 △83

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 11

当期変動額合計 9 16

△83 △66

前期末残高

当期末残高

当期末残高

前期末残高

（単位：百万円）


