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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３四半期連結
累計期間

第10期
第３四半期連結
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12月31日

自平成24年４月１日
至平成24年12月31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) 264,926 267,142 378,574

経常利益 (百万円) 5,988 3,383 10,900

四半期（当期）純利益 (百万円) 3,486 943 6,919

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,408 1,173 7,108

純資産額 (百万円) 28,923 33,251 32,623

総資産額 (百万円) 200,566 210,348 197,758

１株当たり四半期（当期）純

利益金額
(円)　　 94.14 6.39 180.95

潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益金額
(円)　　 32.74 16.94  118.99

自己資本比率 （％） 13.5 14.9 15.5

　

回次
第９期

第３四半期連結
会計期間

第10期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

１株当たり四半期純損失金額

（△）
(円)　　 △5.65 △58.28

　（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、消費税等は含んでおりません。

　　　　　　　　

２【事業の内容】

　当第３四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３四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３四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３四半期連結累計期間における我が国経済は、復興需要等が引き続き景気を下支えしているものの、輸出や設

備投資が弱含みで推移していることや、世界経済の減速などによる景気後退のリスクも払拭されないことから、依

然として先行き不透明な状況が続いております。

　住宅業界におきましては、復興需要に加えて、過去最低水準の住宅ローン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、当社グループにおきましては、昨年10月に創立45周年を迎えたことから大規模なプロモー

ションとして「創立45周年オールミサワ感謝フェア」を開始し、新商品等を紹介する「全国一斉ウチ・コレ発表

会」や、スマートハウスをお得に建築できる「スマート“得”割キャンペーン」などさまざまな販売施策を展開し

てまいりました。

　主力の戸建事業につきましては、木質系企画住宅ブランドとして展開する「SMART STYLE（スマートスタイル）」

シリーズの全面リニューアルを実施いたしました。光や風などの自然の力を利用して省エネに貢献する微気候デザ

イン設計や、開放感を感じられるよう設計された最高約2.7ｍのリビング天井高、居住空間をそのままに十分な収納

量を確保できるKURA、高級感と高メンテナンス性を併せ持った外装タイルなどを標準仕様とすることで、お客様の

長く快適に暮らしたいという願いに対応しております。さらに、「延床面積100㎡未満」のコンパクト住宅市場への

対応力強化を目指した木質系戸建住宅「JUST PLUS 30（ジャストプラス サーティ）」をWeb限定・販売期間限定

で発売いたしました。

　スマートハウス、スマートタウンの推進につきましては、10月に新潟県新潟市での寒冷多雪地向けスマートハウス

の実証実験への参画を発表いたしました。また、11月には埼玉県熊谷市が実施する「熊谷スマートタウン整備事

業」において、スマートタウン開発の優先交渉権者に選定されました。本事業では、太陽光発電システムやHEMSなど

の先進の環境設備を全戸標準とし、まち全体に効果的な微気候デザイン設計を導入することで、低炭素型まちづく

りに取り組んでまいります。同じく11月に関西地区における当社グループ初のスマートタウン「オナーズヒル白庭

（しらにわ）みなみ丘」の販売を開始いたしました。当社グループは今後も地域の気候風土や生態系に配慮したス

マートタウンづくりを推進していくことで、人や環境にやさしいだけでなく、その周辺地域にも貢献できるスマー

トタウンの開発に注力してまいります。

　その他の販売施策といたしましては、全国で６ヶ所目となる住まいづくりに関する体験・体感型施設である「ミ

サワオープンファクトリー群馬」を当社グループの生産工場内に開設いたしました。同施設は北関東および新潟エ

リアのお客様に対し、住まいの先進技術や基本性能、デザインなどについて、より身近に感じ理解を深めていただけ

る情報発信拠点として活用してまいります。

　当社グループの誇る強みとして、住宅業界ナンバーワンのグッドデザイン賞（主催　財団法人日本産業デザイン振

興会）の受賞実績があります。今年度におきましても、耐震木造住宅「Season j（シーズンジェイ）四季の彩（い

ろどり）」、屋根部品「Mルーフシステム　アルミ樋」の２点についてグッドデザイン賞を受賞し、1990年に初めて

受賞して以来、23年連続受賞を果たし、通算受賞点数は114点になりました。

　介護・福祉事業につきましては、医療および介護・福祉などの分野に特化した人材派遣やグループホームの運営

を行う人材サービス会社である、セントスタッフ株式会社の株式を取得いたしました。高齢化が進み、医療・介護従

事者の人材不足が深刻化することが予測される中、この分野で豊富な経験と実績を持つセントスタッフ株式会社の

株式を取得することにより当社グループ内でのノウハウの共有化や、さまざまな事業展開におけるストックインフ

ラとして大いに寄与するものと考えております。

　以上の施策を講じました結果、当第３四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22億16

百万円増加（0.8％増）の2,671億42百万円となりました。利益面につきましては、経常利益は33億83百万円（前年

同四半期比43.5％減）となり、四半期純利益につきましては９億43百万円（前年同四半期比72.9％減）となりまし

た。
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（２）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、売上債権の減少があったものの、たな卸資産の増加等に

より、前連結会計年度末に比べ125億89百万円増加し、2,103億48百万円となりました。負債につきましては、仕入債

務の減少があったものの、季節変動特性に伴う未成工事受入金の増加及び借入金の実行により、前連結会計年度末

に比べ119億61百万円増加し、1,770億96百万円となりました。また、純資産につきましては、四半期純利益を計上し

たことによる利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ６億28百万円増加し、332億51百万円となりまし

た。

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題　

当第３四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。

 

（４）研究開発活動

　　  当第３四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、20億17百万円であります。

　　　なお、当第３四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３四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月８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。

　

（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10月１日～
平成24年12月31日

－

普通株式　　

38,738,914　

Ｄ種優先株式　

145

　

－ 10,000 － －

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載　

することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。　

　　

①【発行済株式】

 平成24年12月31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12月31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二丁

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３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 48,451 48,065

受取手形及び売掛金 13,563 5,109

分譲土地建物 37,093 45,100

未成工事支出金 23,980 32,618

商品及び製品 1,115 1,152

仕掛品 322 371

原材料及び貯蔵品 1,791 1,825

繰延税金資産 4,667 3,803

その他 5,055 8,030

貸倒引当金 △183 △137

流動資産合計 135,858 145,941

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 16,107 16,844

土地 24,464 24,717

その他（純額） 3,997 4,376

有形固定資産合計 44,568 45,939

無形固定資産 6,251 7,148

投資その他の資産

投資有価証券 2,152 2,269

繰延税金資産 1,033 846

その他 10,455 10,486

貸倒引当金 △2,561 △2,284

投資その他の資産合計 11,080 11,318

固定資産合計 61,899 64,406

資産合計 197,758 210,348
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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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 47,526 40,986

短期借入金 27,012 36,228

未払法人税等 1,046 711

賞与引当金 5,418 2,918

完成工事補償引当金 1,871 1,854

未成工事受入金 29,534 44,172

預り金 5,825 5,931

その他 13,927 11,721

流動負債合計 132,162 144,523

固定負債

社債 230 300

長期借入金 17,385 16,227

退職給付引当金 5,498 5,551

役員退職慰労引当金 820 764

その他 9,037 9,728

固定負債合計 32,972 32,572

負債合計 165,135 177,096

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 18,892 18,817

利益剰余金 6,490 6,846

自己株式 △4,252 △4,119

株主資本合計 31,130 31,545

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 95 264

土地再評価差額金 △448 △448

為替換算調整勘定 △74 △47

その他の包括利益累計額合計 △427 △232

少数株主持分 1,920 1,938

純資産合計 32,623 33,251

負債純資産合計 197,758 210,348

EDINET提出書類

ミサワホーム株式会社(E00318)

四半期報告書

14/21



（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３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 ※
 264,926

※
 267,142

売上原価 203,032 204,121

売上総利益 61,893 63,021

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 6,709 7,450

販売促進費 4,310 4,413

完成工事補償引当金繰入額 1,106 1,144

給料及び手当 28,599 30,157

賞与引当金繰入額 1,597 1,861

減価償却費 2,123 2,114

その他の販売費 2,986 3,210

その他の一般管理費 7,775 8,983

販売費及び一般管理費合計 55,208 59,337

営業利益 6,685 3,684

営業外収益

受取利息 49 55

受取手数料 250 169

その他 502 662

営業外収益合計 802 887

営業外費用

支払利息 893 714

退職給付費用 263 263

シンジケートローン手数料 245 116

その他 95 93

営業外費用合計 1,498 1,187

経常利益 5,988 3,383

特別利益

固定資産売却益 8 21

受取保険金 50 －

受取和解金 1,200 －

その他 17 －

特別利益合計 1,276 21

特別損失

固定資産処分損 89 47

減損損失 122 11

投資有価証券評価損 287 99

その他 61 8

特別損失合計 560 166

税金等調整前四半期純利益 6,704 3,239

法人税、住民税及び事業税 825 997

法人税等調整額 2,372 1,276

法人税等合計 3,197 2,274

少数株主損益調整前四半期純利益 3,507 964

少数株主利益 20 21

四半期純利益 3,486 943
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,507 964

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 23 166

為替換算調整勘定 △122 42

その他の包括利益合計 △98 208

四半期包括利益 3,408 1,173

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,411 1,138

少数株主に係る四半期包括利益 △2 34
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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に含

めて計上しております。

　なお、当第３四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298,100株であります。
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【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３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

　

　 34,616百万円 33,000百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

  前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日）及び当第３四半期連結累計期

間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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１四半期連結会計期間及び第３四半期連結会計期間の売上高の割合が低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）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、

次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日）

減価償却費 3,217百万円 3,299百万円

のれんの償却額 139 139

　

（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31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３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31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３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31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３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

(1)１株当たり四半期純利益金額 94円14銭 6円39銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 3,486 943

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 706

（うち優先配当額（百万円）） (－) (706)

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 3,486 236

普通株式の期中平均株式数（千株） 37,036 37,045

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 32円74銭 16円94銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（百万円） － 706

（うち優先配当額（百万円）） (－) (706)

普通株式増加数（千株） 69,471 18,672

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25年２月８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３四半期連結会計期間（平成24年10月１日

から平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31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12月31日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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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