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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第９期

第２四半期連結
累計期間

第10期
第２四半期連結
累計期間

第９期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年９月30日

自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高 (百万円) 182,631 187,610 378,574

経常利益 (百万円) 4,875 4,742 10,900

四半期（当期）純利益 (百万円) 3,695 2,868 6,919

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,690 2,798 7,108

純資産額 (百万円) 29,200 34,829 32,623

総資産額 (百万円) 194,049 197,623 197,758

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
(円)　　 99.79 64.71 180.95

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
(円)　　 34.70 49.32 118.99

自己資本比率 （％） 14.1 16.6 15.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 18,778 9,075 19,273

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △2,372 △2,184 △5,380

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 606 △5,234 △2,457

現金及び現金同等物の四半期

末（期末）残高
(百万円) 53,586 49,678 48,024

　

回次
第９期

第２四半期連結
会計期間

第10期
第２四半期連結
会計期間

会計期間
自平成23年７月１日
至平成23年９月30日

自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円)　　 280.98 213.88

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

　　　　　おりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

  当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　　

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、内需関連の企業収益が改善傾向にあり、設備投資額も増加す 

るなど、緩やかな回復の動きが見られました。しかしながら、欧州の財政不安などによる世界経済の減速懸念もあ

り、依然として景気の先行き不透明感を払拭できない状況が続いております。

　住宅業界におきましては、震災復興需要に加えて、低金利や政府による住宅取得支援策の効果もあり、堅調に推移

しました。

　このような環境下で、主力の住宅事業におきましては、木質系戸建住宅ブランドのGENIUS（ジニアス）シリーズに

おいて、住まいとまちとの“つながり”を重視した都市型住宅「GENIUS　UD（ジニアス　ユーディー）」を４月に発

売いたしました。７月には都市での快適な二世帯・三世代同居を実現する木質系戸建住宅「GENIUS UD 二世帯」

や、隣棟間隔の狭い都市部においても敷地を有効活用できる３階建賃貸併用住宅「Belle Lead HOME plus 3（ベル

リード　ホームプラス　スリー）」を発売し、商品ラインアップの拡充を図りました。

　制震装置「MGEO（エムジオ）」は震災の影響から搭載率が増加し、４月末時点で発売からの累積搭載数が20,000

棟を突破しました。また、スマートハウス・スマートシティ推進の一環として、６月には、スマートシティの構築に

向けてさまざまな実証実験を行なっている「横浜スマートシティプロジェクト」に参画し個別プロジェクトとし

てミサワホームオリジナルのHEMSサービス「enecoco（エネココ）」を活用した実証実験を実施することが決定し

ました。８月には、「enecoco」を利用して日本気象協会と共同開発した気象情報連携サービス「太陽と風のスマー

トガイド」の提供を開始するなど、さまざまな生活サービスの拡充を図りました。

　リフォーム事業におきましては、超軽量太陽電池モジュールを採用したオリジナル太陽光発電（PV）システムを

発売し、耐荷重の問題で設置が難しかった既築住宅に対してもPVシステムの積極的普及を図りました。

　当社グループは、創業時より「住まいは子育てのために」という信念を持って住まいづくりに取り組んでおりま

すが、このような企業姿勢のもとで行う子どもの目線に立った良質な商品・施設の開発、調査研究活動が高く評価

され、木質系戸建住宅「GENIUS　Qualie（ジニアス　クオリエ）」及び「SMART STYLE E（スマートスタイル　

イー）」など合計５点について、第６回キッズデザイン賞（主催　特定非営利活動法人キッズデザイン協議会／後

援　経済産業省）を受賞しました。

　介護・福祉事業におきましては、連結子会社である株式会社マザアスが、４月に札幌市内において要介護高齢者向

け賃貸住宅「マザアス札幌」を開設し、北海道薬科大学と在宅医療を中心とした薬剤師業務に関わる教育・研究・

研修および調剤業務における連携協定を締結するなど、大都市圏での高齢者向け事業展開を推進しています。　

　以上の施策を講じました結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は前年同四半期比49億79

百万円増加（2.7％増）の1,876億10百万円となりました。利益面につきましては、経常利益は47億42百万円（前年

同四半期比2.7％減）となり、四半期純利益につきましては28億68百万円（前年同四半期比22.4％減）となりまし

た。

　

（２）資産、負債及び純資産の状況

　当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、現預金及びたな卸資産等が増加しましたが、売掛債権等の減

少により、前連結会計年度末に比べて１億35百万円減少し、1,976億23百万円となりました。負債につきましては、前

連結会計年度末に比べ23億41百万円減少し、1,627億93百万円となりました。これは主に、有利子負債等の減少によ

るものであります。また純資産につきましては、四半期純利益を計上したこと等により348億29百万円となりまし

た。
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（３）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動及び投資活動によ

り68億90百万円の増加、財務活動により52億34百万円の減少となり、当第２四半期連結会計期間末残高は496億78百

万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況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）

  営業活動による資金の収入は、90億75百万円（前年同四半期比97億２百万円の減少）となりました。これは主に

たな卸資産が増加した一方で、税金等調整前四半期純利益、未成工事受入金の増加、売上債権の減少等によるもので

あります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  投資活動による資金の支出は、21億84百万円（前年同四半期比１億87百万円の減少）となりました。これは主に

固定資産の取得等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）

　財務活動による資金の支出は、52億34百万円（前年同四半期は６億６百万円の収入）となりました。これは主に短

期借入金及び長期借入金の返済等によるものであります。

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。　　

 

（５）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、13億19百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 149,999,855

Ｄ種優先株式 145

計 150,000,000

（注）平成24年２月21日開催の臨時株主総会及び種類株主総会決議をもって定款の一部変更が行われ、当社の発行可能株

式総数を上記のとおり変更しております。　

    

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月９日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 38,738,914 38,738,914

東京証券取引所

大阪証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部　

（注）１

Ｄ種優先株式

（注）２
145 145 － （注）３～12

計 38,739,059 38,739,059 － －

 　（注）１．完全議決権株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

　　　　 ２．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

  　　　 ３．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

　　　　　　 なお、詳細については、（注）１１「普通株式を対価とする取得請求」に記載しております。

　　　　 （１）普通株式の株価の下落により取得価額が下方修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通

               株式数が増加します。　

　　　　 （２）取得価額の修正の基準及び頻度

               毎年３月27日及び９月27日における時価に相当する金額に修正します。

         （３）取得価額の下限は、384.6円（当初転換価額の60％相当額）であります。

         （４）当社の決定により、Ｄ種優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項：有り

　　　　 ４．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

（１）権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

①金銭を対価とする取得請求権の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

当社とＤ種優先株式の株主である株式会社日本政策投資銀行（以下「所有者」という。）との間におい

て平成23年12月13日付で「投資契約書」に係る契約（以下「投資契約」という。）を締結し、所有者は、

下記のいずれかに該当しない限り、金銭を対価とするＤ種優先株式の取得請求ができない旨を定めてい

ます。

 イ Ｄ種優先株式の発行日から５年が経過した場合

 ロ 当社が投資契約に定める義務に違反した場合（軽微な義務違反の場合には、所有者から当該義務が履

行されていない旨の書面による通知を受領した後14日間を経てもなお当該義務が履行されない場合

に限る。）

 ハ 当社が投資契約に定める表明及び保証に違反した場合（軽微なものを除く。） 
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 ニ 当社の各事業年度の末日又は９月30日（以下「本・中間決算期」という。）における当社の連結の貸

借対照表における純資産の部の金額（ただし、退職給付に係る会計基準が改正された場合には、当該

本・中間決算期における当社の連結の貸借対照表の純資産の部の「その他の包括利益累計額」にお

いて、退職給付に係る調整額として計上された金額については、存在しないものとして計算する。以下

この①において同じ。）に関して、それぞれ２半期（各本・中間決算期毎に１半期として計算する。）

連続して当該本・中間決算期の直前の本・中間決算期における当社の連結の貸借対照表における純

資産の部の金額（ただし、退職給付に係る会計基準が改正された場合には、当該本・中間決算期の直

前の本・中間決算期の末日における当社の連結の貸借対照表の純資産の部の「その他の包括利益累

計額」において、退職給付に係る調整額として計上された金額については、存在しないものとして計

算する。以下この①において同じ。）又は平成23年３月に終了した事業年度の末日における当社の連

結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額未満となった場合

 ホ 当社の各本・中間決算期における当社の連結の貸借対照表における繰税控除後純資産金額（当社の

連結の貸借対照表における純資産の部の金額から流動資産の繰延税金資産の金額及び固定資産の繰

延税金資産の金額を控除した金額をいう。以下このホにおいて同じ。）を、当該本・中間決算期の直前

の本・中間決算期又は平成23年３月に終了した事業年度の末日における当社の連結の貸借対照表に

おける繰税控除後純資産金額のいずれか大きい方の75%の金額未満となった場合（ただし、当社が当

該本・中間決算期における当社の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を当該本・中間決算

期の直前の本・中間決算期の末日又は平成23年３月に終了した事業年度の末日における当社の連結

の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持した場合を除

く。）

 ヘ 当社の各事業年度における損益計算書に記載される単体又は連結の営業損益が２期連続して損失と

なった場合

②当社の普通株式を対価とする取得請求権の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

所有者は、下記のいずれかに該当しない限り、当社の普通株式を対価とするＤ種優先株式の取得請求がで

きない旨を定めています。

 イ 当社が、投資契約に定める義務に違反した場合（軽微な義務違反の場合には、所有者から当該義務が

履行されていない旨の書面による通知を受領した後14日間を経てもなお当該義務が履行されない場

合に限る。）

 ロ 当社が、投資契約に定める表明及び保証に違反した場合（軽微なものを除く。）

 ハ Ｄ種優先株式に対する剰余金の配当が、２事業年度連続して行われなかった場合

 ニ 上記４（１）①のイ及びニからヘまでのいずれかの場合に該当した日から６か月間が経過したとき。

（２）当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決め内容

投資契約において、所有者がＤ種優先株式を譲渡しようとする場合は、当該譲渡に先立ち当社と協議する

ことと定めています。また、Ｄ種優先株式を第三者に譲渡した場合には、それが全部譲渡であるときは、所

有者は、当該譲受人に所有者の投資契約上の地位を譲り受けさせるものとし、一部譲渡であるときは、所

有者は、当該譲受人に対して、投資契約上の所有者の義務と同一の義務を負担させるものとしております

（当社は、所有者に対する投資契約上の義務と同一の義務を当該譲受人に対して負担します。）。

５．優先期末配当

（１）Ｄ種優先配当

剰余金の配当（Ｄ種優先中間配当金を除く。）をする場合は、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者

に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、Ｄ種優先配当金を配当する。

（２）計算方法

Ｄ種優先配当は、金銭によるものとし、Ｄ種優先配当金の金額は、Ｄ種優先株式１株につき650万円とす

る。

（３）累積条項

累積型

当該事業年度の翌事業年度の初日以降、実際に支払われた日（同日を含む。）まで、年率6.5％（以下「Ｄ

種優先配当率」という。）、１年毎の複利計算により累積する。

（４）参加条項

非参加型（ただし、累積未払Ｄ種優先配当金の配当、又は当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法

第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに定める剰余金の配当、又は当社が行う新設分割手続の

中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに定める剰余金の配当について

は、この限りではない。）
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６．優先中間配当

各事業年度において該当する上記５（１）のＤ種優先配当の２分の１の金額とする。

７．議決権

Ｄ種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

８．株式の分割又は併合、募集株式の割当て等

法令に別段の定めがある場合を除き、Ｄ種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。Ｄ種優先株主

には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償

割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

９．金銭を対価とする取得請求権

（１）Ｄ種優先株主は、当社に対して、平成24年３月28日以降いつでも、金銭を対価としてＤ種優先株式の全部

又は一部を取得することを請求することができる。

（２）上記（１）の請求 （以下この９において「取得請求」という。） がなされた場合には、Ｄ種優先株式の

全部又は一部を取得するのと引換えに、Ｄ種優先株主がその取得請求をした日（以下「金銭対価取得請

求権取得日」という。）における会社法第461条第２項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範

囲で、金銭対価取得請求権取得日に、Ｄ種優先株主に対して、下記の算式によって算出される取得価額の

金銭の交付を行うものとする。 

 

（算式）

１株あたりの取得価額

＝　１億円＋累積未払Ｄ種優先配当金の金額

＋前事業年度未払Ｄ種優先配当金の金額＋当事業年度未払優先配当金の金額

①「累積未払Ｄ種優先配当金の金額」

金銭対価取得請求権取得日を実際に支払われた日とみなして、上記５（３）に記載した方法に従って計

算される額とする。

②「前事業年度未払Ｄ種優先配当金の金額」

基準日の如何にかかわらず、金銭対価取得請求権取得日の属する事業年度の前事業年度（以下この②に

おいて「前事業年度」という。）にかかるＤ種優先配当金のうち、金銭対価取得請求権取得日までに、実

際に支払われていないＤ種優先配当金がある場合における当該前事業年度にかかるＤ種優先配当金の不

足額（ただし、累積未払Ｄ種優先配当金に含まれる場合を除く。）とする。

③「当事業年度未払優先配当金の金額」

１億円にＤ種優先配当率を乗じて算出した金額について、金銭対価取得請求権取得日の属する事業年度

の初日（同日を含む。）以降、金銭対価取得請求権取得日（同日を含む。）までの期間の実日数につき日

割計算により算出される金額（ただし、金銭対価取得請求権取得日が平成24年３月31日に終了する事業

年度に属する場合は、０円）から、金銭対価取得請求権取得日の属する事業年度の初日（同日を含む。）

以降に支払われたＤ種優先中間配当金の金額がある場合におけるＤ種優先中間配当金の額を控除した金

額とする。

④上記の計算は、１年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第３位

まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。

（３）分配可能額を超えてＤ種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきＤ種優先株式は、取得請求され

た株式数に応じた比例按分の方法により決定する。

１０．取得条項

（１）当社は、平成25年３月27日以降の日で、当社の取締役会が別に定める日が到来したときは、その日（以下

「金銭対価取得条項取得日」という。）において、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者の意思にか

かわらず、法令上可能な範囲で、下記（２）の取得価額の金銭の交付と引換えにＤ種優先株式の全部又は

一部を取得することができる。なお、一部取得するときは、比例按分又は当社の取締役会が定める合理的

な方法による。

（２）Ｄ種優先株式１株あたりの取得価額は、上記９（２）に定める算式を準用して計算する。なお、この場合

においては、上記９（２）①から④までに、「金銭対価取得請求権取得日」と記載してあるのは、「金銭

対価取得条項取得日」と読み替える。　
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１１．普通株式を対価とする取得請求

（１）Ｄ種優先株主は、平成24年３月28日以降いつでも、当社に対して、当社の普通株式を対価としてＤ種優先

株式を取得することを請求することができる。

（２）当社は、Ｄ種優先株主から上記（１）の取得請求を受けた場合は、その日（以下「普通株式対価取得請求

権取得日」という。）にそのＤ種優先株主の有するＤ種優先株式を取得するのと引換えに、そのＤ種優先

株主に対して、次の算式により算出した数の当社の普通株式を交付する。なお、Ｄ種優先株主に交付され

る普通株式数の算出に際し、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条

第３項に定める金銭による調整は行わない。

　

（算式）

当社の交付する普通株式数

＝　Ｄ種優先株主が取得を請求したＤ種優先株式の基準価額の総額÷転換価額

（３）Ｄ種優先株主が取得を請求したＤ種優先株式の基準価額は、上記９（２）に定める算式を準用して計算

する。なお、この場合においては、上記９（２）①から④までに、「金銭対価取得請求権取得日」と記載し

てあるのは、「普通株式対価取得請求権取得日」と読み替える。転換価額は（４）以下に記載のとおりと

する。

（４）当初転換価額

当初転換価額は、641円とする。

（５）転換価額の修正

①転換価額は、平成24年３月27日以降の毎年３月27日及び９月27日（以下それぞれ「転換価額修正日」と

いう。）に、転換価額修正日における時価に相当する金額に修正する。

②上記①の「転換価額修正日における時価」とは、その転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取

引日の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均

値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。

（６）転換価額の調整

当社は、Ｄ種優先株式の発行後、次に掲げる事由のいずれかの事由により普通株式数に変更を生じる場合

又は変更を生じる可能性がある場合に転換価額（現に効力を有する転換価額をいう。）を調整する。

①時価（上記（５）②に記載の時価をいう。この①及び下記（７）③において同じ。）を下回る払込金額を

もって普通株式を交付する場合（無償割当ての場合を含み、下記②及び③に掲げる場合において普通株

式を交付するときを除く。）

②取得請求権付株式、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）であって、その取得と引換えに時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるもの（以

下「本件取得請求権付株式等」という。）を交付する場合（無償割当ての場合を含む。）

③新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券又は権利であって、時価を下回る

対価をもって普通株式の交付を請求できるもの（以下「本件新株予約権等」という。）を交付する場合

（無償割当ての場合を含む。）

④普通株式の株式分割をする場合

⑤普通株式の株式併合をする場合

（７）転換価額調整式

転換価額の調整は、次の算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって行う。

       

（算式）　 

    
既発行普通株式数 ＋

交付普通株式数 × １株あたり払込金額

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額

　

×

 

時価

既発行普通株式数 ＋　交付普通株式数

　

①「既発行普通株式数」

　次に掲げる場合に応じ、それぞれ記載の日における当社の発行済普通株式数からその日において当社の

有する普通株式数を控除し、その転換価額の調整前に下記②又は④により交付普通株式数とみなされた

普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。

イ 普通株主に上記（６）①から⑤までの各取引にかかる基準日が定められている場合：その基準日

ロ 上記イの基準日が定められていない場合：調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日
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②「交付普通株式数」

　次に掲げる場合においては、それぞれ記載の数とする。

イ 上記（６）①に掲げる場合：交付する普通株式数

ロ 上記（６）②及び③に掲げる場合：本件取得請求権付株式等又は本件新株予約権等の全てが当初の

条件で取得の請求がされ、又は行使されたことにより普通株式が交付されたものとみなして算出され

る数（ただし、取得の請求又は行使に際して交付される普通株式の対価（下記③ロ又はハに掲げる金

額をいう。このロにおいて同じ。）が調整後の転換価額の適用時期（下記（８）②なお書に記載）に

確定していない場合は、調整後の転換価額は、その対価の確定時点で交付されている本件取得請求権

付株式等又は本件新株予約権等の全てがその対価の確定時点の条件で取得され、又は行使されたこと

により普通株式が交付されたものとみなして算出される数。）。

ハ 上記（６）④に掲げる場合：株式分割により増加する普通株式数（基準日における当社の有する普

通株式に関して増加した普通株式数を含まない。）

ニ 上記（６）⑤に掲げる場合：株式併合により減少する普通株式数（効力発生日における当社の有す

る普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。）を負の値で表示したもの。

③「１株あたりの払込金額」：次に掲げる場合に応じ、それぞれ記載の金額とする。

イ 上記（６）①に掲げる場合：上記（６）①に記載の払込金額（金銭以外の財産を出資の目的とする

場合には適正な評価額、無償割当ての場合は０円）

ロ 上記（６）②に掲げる場合：本件取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にあ

る支払がなされた額（時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる取得請求権付新株予

約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得の請求

に際して本件取得請求権付株式等の権利者に交付される普通株式以外の財産がある場合は、その財産

の価額を控除した金額を、その取得の請求に際して交付される普通株式の数で除して得た金額

ハ 上記（６）③に掲げる場合：本件新株予約権等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払

がなされた額（時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その

行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その行使に際して本件新株予約権等

の権利者に交付される普通株式以外の財産がある場合は、その財産の価額を控除した金額を、その行

使に際して交付される普通株式の数で除して得た金額

ニ 上記（６）④及び⑤に掲げる場合：０円

④「時価」

上記（５）②を準用して計算する。なお、この場合においては、上記９（２）①から④までに、「その転換

価額修正日に先立つ」と記載してあるのは、「調整後の転換価額を適用する日に先立つ」と読み替える。

⑤転換価額調整式の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

⑥転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が１円未満の場合は、

転換価額の調整は行わない。ただし、この場合における調整は繰り越し、その後の調整の計算において斟

酌する。

（８）調整後の転換価額の適用時期

①上記（６）①に掲げる場合

払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときはその払込期間の最終日。以下同じ。）の翌日以降適

用する。なお、無償割当ての場合は、その効力発生日の翌日以降とする。ただし、当社の普通株主に募集株

式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日があるときは、調整後の転換価額

は、その基準日の翌日以降適用する。

②上記（６）②及び③に掲げる場合

本件取得請求権付株式等又は本件新株予約権等が交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降

適用する。ただし、普通株主に本件取得請求権付株式等又は本件新株予約権等の割当てを受ける権利を与

えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降適用する。なお、取得の請求又

は行使に際して交付される普通株式の対価が調整後の転換価額の適用時期に確定していない場合にあっ

ては、その対価が確定した日の翌日以降適用する。

③上記（６）④に掲げる場合

普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降適用する。

④上記（６）⑤に掲げる場合

普通株式の株式併合の効力発生日以降適用する。
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（９）その他の調整事由

上記（６）により転換価額の調整を必要とする場合以外であっても、次に掲げる場合に該当すると当社

取締役会が合理的に判断するときには、当社は、必要な転換価額の調整を行う。

①当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割によるその会社の権利義務の全部又は一部の承　　

継、又は他の株式会社が行う株式交換によるその株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額　

　　　の調整を必要とする場合

②転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合

③①②に掲げる場合のほか、当社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生

により転換価額の調整を必要とする場合

１２．残余財産の分配

（１）残余財産を分配する場合は、Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株

式質権者に先立ち、残余財産分配金を支払う。

（２）Ｄ種優先株主又はＤ種優先登録株式質権者に対しては、上記（１）のほか残余財産の分配を行わない。

（３）Ｄ種優先株式１株あたりの残余財産分配金の価額は、上記９（２）の算式を準用して計算する。なお、こ

の場合においては、上記９（２）①から④までに、「金銭対価取得請求権取得日」と記載してあるのは、

「残余財産分配日」と読み替える。
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（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　　

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備
金増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

平成24年７月１日～
平成24年９月30日

－

普通株式　　

38,738,914　

Ｄ種優先株式　

145

　

－ 10,000 － －

　　

EDINET提出書類

ミサワホーム株式会社(E00318)

四半期報告書

11/25



（６）【大株主の状況】

平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

トヨタホーム株式会社  愛知県名古屋市東区泉１丁目23番22号 10,784,10027.83

あいおいニッセイ同和損害

保険株式会社
 東京都渋谷区恵比寿１丁目28番１号 2,058,3275.31

ステート ストリート バン

ク アンド トラスト カンパ

ニー 505041 （常任代理人　

香港上海銀行東京支店）

 
12 NICHOLAS LANE LONDON EC4N 7BN U.K. 

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）
1,420,4003.66

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口）
※１ 東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,325,6003.42

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社（信託

口）

※１ 東京都中央区晴海１丁目８番11号 749,3001.93

ステート ストリート バン

ク アンド トラスト カンパ

ニー 505019 （常任代理人　

香港上海銀行東京支店）

　

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 518 IFSC

DUBLIN, IRELAND

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

696,0001.79

日本生命保険相互会社 　
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号

（日本生命証券管理部内）　
609,0531.57

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 　 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 559,9121.44

ザ チェース マンハッタン 

バンク エヌエイ ロンドン 

エス エル オムニバス アカ

ウント （常任代理人　株式会

社みずほコーポレート銀行決

済営業部）

 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON EC2P

2HD, ENGLAND

（東京都中央区月島４丁目16番13号）

478,8001.23

ＭＧ従業員持株会  東京都新宿区西新宿２丁目４番１号 455,9921.17

計 － 19,137,48449.40

　（注）　※１　所有株式数は、すべて同行の信託業務に係るものであります。

　　　　　　２　当社は、自己株式を1,353,282株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合3.49％）保有しており、大株主に

該当しますが、上表には記載しておりません。

　　　　　　３　ギャム・インターナショナル・マネジメント・リミテッドからの平成22年６月７日付大量保有報告書の訂正報

告書より、平成19年10月17日付大量保有報告書及び平成22年５月20日付大量保有報告書の変更報告書の提

出が不要であったことが判明し、取り下げる旨の報告を受けております。また、報告義務が発生している平

成22年６月７日付大量保有報告書により、平成21年４月30日現在で以下のとおり株式を保有している旨の

報告を受けておりますが、株主名簿に記録されている内容が確認できないため、当社として当第２四半期

会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができません。

　氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(株)　

株券等保有割合

（％）　

ギャム・インターナショナル・

マネジメント・リミテッド　

英国ロンドンSW1A 1NX、セント・ジェー

ムス・プレイス 12
2,403,100　 5.16　　
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    なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

　 平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
（個）

総株主の議決
権に対する所
有議決権数の
割合（％）

トヨタホーム株式会社  愛知県名古屋市東区泉１丁目23番22号 107,841 29.04

あいおいニッセイ同和損害

保険株式会社
 東京都渋谷区恵比寿１丁目28番１号 20,583 5.54

ステート ストリート バン

ク アンド トラスト カンパ

ニー 505041 （常任代理人　

香港上海銀行東京支店）

 
12 NICHOLAS LANE LONDON EC4N 7BN U.K. 

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）
14,204 3.82

日本マスタートラスト信託

銀行株式会社（信託口）
 ※１ 東京都港区浜松町２丁目11番３号 13,256 3.57

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社（信託

口）

※１ 東京都中央区晴海１丁目８番11号 7,493 2.01

ステート ストリート バン

ク アンド トラスト カンパ

ニー 505019 （常任代理人　

香港上海銀行東京支店）

 

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 518 IFSC

DUBLIN, IRELAND

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

6,960 1.87

日本生命保険相互会社 　
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号

（日本生命証券管理部内）　　
6,090 1.64

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 5,599 1.50

ザ チェース マンハッタン 

バンク エヌエイ ロンドン 

エス エル オムニバス アカ

ウント （常任代理人　株式会

社みずほコーポレート銀行決

済営業部）

 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON EC2P

2HD, ENGLAND

（東京都中央区月島４丁目16番13号）　

4,788 1.28

ＭＧ従業員持株会  東京都新宿区西新宿２丁目４番１号 4,559 1.22

計 － 191,373 51.54

　（注）　※１　所有株式数は、すべて同行の信託業務に係るものであります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  Ｄ種優先株式　　 　　　　145 － （注）１

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式　

（自己保有株式）   1,353,200　
－ ・単元株式数は100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 　　  　 37,124,900 371,249
・単元株式数は100株 

（注）２・３

単元未満株式  普通株式　 　   　　 260,814 － －

発行済株式総数                    38,739,059 － －

総株主の議決権 － 371,249 －

（注）１．優先株式の内容は、「１．株式等の状況」の「（１）株式の総数等」の「②　発行済株式」の注記に記載して

おります。

　　　２．「完全議決権株式（その他）」の株式数には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株（議決権の数12個）含まれ

ております。

      ３．「完全議決権株式（その他）」の株式数には、信託型従業員持株インセンティブ・プランにより従業員持株Ｅ

ＳＯＰ信託が保有する当社普通株式340,600株（議決権の数3,406個）が含まれております。

　

②【自己株式等】　

　 平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合
（％）　

（自己株式）

ミサワホーム株式会社

東京都新宿区西新宿２丁

目４番１号
1,353,200 －　 1,353,2003.49

計 － 1,353,200 － 1,353,2003.49

 

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 48,451 50,128

受取手形及び売掛金 13,563 6,793

分譲土地建物 37,093 39,873

未成工事支出金 23,980 25,348

商品及び製品 1,115 1,055

仕掛品 322 317

原材料及び貯蔵品 1,791 1,704

繰延税金資産 4,667 4,097

その他 5,055 5,450

貸倒引当金 △183 △119

流動資産合計 135,858 134,649

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 16,107 16,598

土地 24,464 24,790

その他（純額） 3,997 4,055

有形固定資産合計 44,568 45,443

無形固定資産 6,251 6,424

投資その他の資産

投資有価証券 2,152 1,950

繰延税金資産 1,033 966

その他 10,455 10,546

貸倒引当金 △2,561 △2,358

投資その他の資産合計 11,080 11,105

固定資産合計 61,899 62,973

資産合計 197,758 197,623
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 47,526 46,955

短期借入金 27,012 24,223

未払法人税等 1,046 1,215

賞与引当金 5,418 5,690

完成工事補償引当金 1,871 1,854

未成工事受入金 29,534 32,704

預り金 5,825 5,979

その他 13,927 11,853

流動負債合計 132,162 130,475

固定負債

社債 230 300

長期借入金 17,385 16,356

退職給付引当金 5,498 5,516

役員退職慰労引当金 820 725

その他 9,037 9,419

固定負債合計 32,972 32,317

負債合計 165,135 162,793

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 18,892 18,876

利益剰余金 6,490 8,771

自己株式 △4,252 △4,224

株主資本合計 31,130 33,422

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 95 45

土地再評価差額金 △448 △448

為替換算調整勘定 △74 △123

その他の包括利益累計額合計 △427 △525

少数株主持分 1,920 1,933

純資産合計 32,623 34,829

負債純資産合計 197,758 197,623
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

売上高 ※
 182,631

※
 187,610

売上原価 140,515 143,046

売上総利益 42,115 44,564

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 4,473 4,886

販売促進費 2,763 2,801

完成工事補償引当金繰入額 707 765

給料及び手当 16,685 17,694

賞与引当金繰入額 3,340 3,664

減価償却費 1,368 1,419

その他の販売費 1,945 2,116

その他の一般管理費 5,355 6,194

販売費及び一般管理費合計 36,641 39,543

営業利益 5,474 5,020

営業外収益

受取利息 32 38

受取手数料 173 116

その他 312 435

営業外収益合計 517 590

営業外費用

支払利息 639 520

退職給付費用 175 175

シンジケートローン手数料 241 115

その他 59 56

営業外費用合計 1,116 868

経常利益 4,875 4,742

特別利益

固定資産売却益 8 －

受取保険金 50 －

受取和解金 1,200 －

その他 12 －

特別利益合計 1,270 －

特別損失

固定資産処分損 40 21

減損損失 122 11

投資有価証券評価損 249 109

その他 53 8

特別損失合計 466 151

税金等調整前四半期純利益 5,680 4,590

法人税、住民税及び事業税 801 1,016

法人税等調整額 1,130 647

法人税等合計 1,932 1,663

少数株主損益調整前四半期純利益 3,747 2,927

少数株主利益 52 59

四半期純利益 3,695 2,868
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,747 2,927

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 43 △56

為替換算調整勘定 △101 △71

その他の包括利益合計 △57 △128

四半期包括利益 3,690 2,798

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,653 2,769

少数株主に係る四半期包括利益 36 29
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９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利益 5,680 4,590

減価償却費及びその他の償却費 2,208 2,155

のれん償却額 93 93

貸倒引当金の増減額（△は減少） △587 △241

その他の引当金の増減額（△は減少） 540 205

受取利息及び受取配当金 △34 △55

支払利息 639 520

減損損失 122 11

固定資産除売却損益（△は益） 32 21

売上債権の増減額（△は増加） △1,262 6,756

たな卸資産の増減額（△は増加） 992 △4,450

仕入債務の増減額（△は減少） 7,376 △601

未成工事受入金の増減額（△は減少） 3,377 3,169

その他 1,035 △1,876

小計 20,215 10,299

利息及び配当金の受取額 66 52

利息の支払額 △627 △478

法人税等の支払額 △876 △798

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,778 9,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △194 △172

定期預金の払戻による収入 136 145

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,339 △2,066

有形及び無形固定資産の売却による収入 170 15

投資有価証券の取得による支出 △30 －

その他 △115 △106

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,372 △2,184

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） △2,326 △1,406

長期借入れによる収入 18,190 3,477

長期借入金の返済による支出 △15,431 △6,002

社債の発行による収入 － 97

社債の償還による支出 △34 △434

配当金の支払額 － △582

少数株主への配当金の支払額 △16 △16

自己株式の売却による収入 － 13

その他 224 △381

財務活動によるキャッシュ・フロー 606 △5,234

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,994 1,654

現金及び現金同等物の期首残高 36,592 48,024

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 53,586

※
 49,678
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【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

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す。 

 

【追加情報】

（信託型従業員持株インセンティブ・プランの導入について）

　当社は、連結子会社の従業員を含むＭＧ（ミサワホームグループ）従業員持株会（以下「本持株会」という

。）を活用した中長期的な企業価値向上、福利厚生の拡充、株主としての資本参加促進を通じて従業員の勤労

意欲を高め、当社グループの恒常的な発展を目的とした「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」（以下

「本プラン」という。）を導入しております。

　本プランでは、本持株会へ当社普通株式を譲渡していく目的で設立する「従業員持株ＥＳＯＰ信託（以下「

ＥＳＯＰ信託」という。）が今後３年間にわたり本持株会が取得すると見込まれる規模の当社普通株式を、第

三者割当によって予め取得（352,600株、394百万円）し、本持株会への売却を行います。

　当社普通株式の取得・処分については、経済的実態を重視し、当社とＥＳＯＰ信託は一体であるとする会計

処理をしております。従いまして、ＥＳＯＰ信託が保有する当社普通株式やＥＳＯＰ信託の資産及び負債並び

に費用及び収益についても、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四

半期連結キャッシュ・フロー計算書に含めて計上しております。

　なお、当第２四半期連結会計期間末にＥＳＯＰ信託が保有する当社普通株式数は340,600株であります。

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

「ミサワホーム」購入者等のためのつなぎ融資等に対する保証債務　

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）

　
当第２四半期連結会計期間
（平成24年９月30日）

　

　 34,616百万円 40,010百万円

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日）

※　当社グループでは、建築請負事業の特性として、建物の完成引渡が第２四半期と第４四半期に偏ることから、

第２四半期連結会計期間の売上高の割合が高くなるといった季節変動要因があります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

現金及び預金勘定 54,149百万円 50,128百万円

預入期間が３か月を超える定期預金及び担

保に供している定期預金
△562 △450

現金及び現金同等物 53,586 49,678
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（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

１．配当に関する事項　

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日

定時株主総会

普通株式 　370 10平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金

Ｄ種優先株式 217 1,500,000平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金

　

２．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

  当社及び連結子会社の事業は、住宅事業及びこれらに付随する事業がほとんどを占めており、実質的に単一

セグメントであるため、記載を省略しております。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

（1）１株当たり四半期純利益金額 99円79銭 64円71銭

 （算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 3,695 2,868

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 471

（うち優先配当額（百万円）） (－) (471)

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 3,695 2,396

普通株式の期中平均株式数（千株） 37,036 37,036

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 34円70銭 49円32銭

 （算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（百万円） － 471

（うち優先配当額（百万円）） (－) (471)

普通株式増加数（千株） 69,471 21,112

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

────── ──────

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。 

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年11月９日　　　　

ミサワホーム株式会社

取締役会　御中
 

新日本有限責任監査法人
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 渡邉　秀俊　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 佐藤　秀明　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているミサワホーム株

式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日

から平成24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ミサワホーム株式会社及び連結子会社の平成24年９月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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