
 

平成 １８年３月期    決算短信（連結）             平成 18 年 5 月 11 日 

上 場 会 社 名        東急リバブル株式会社                  上場取引所      東 
コ ー ド 番 号         ８８７９                                       本社所在都道府県  東京都   
（ＵＲＬ  http://www.livable.co.jp/ir/index.html） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長       氏名 袖山 靖雄 
問合せ先責任者 役職名 取締役専務執行役員                         ＴＥＬ (03)3463－3713 
            経営管理本部長            氏名 荒田 邦宏 
決算取締役会開催日 平成 18 年 5 月 11 日        親会社等における当社の議決権保有比率 57.8％ 
親会社等の名称 東急不動産株式会社（コード番号：8815）ほか 1 社 
米国会計基準採用の有無  無                
 
１． １８年３月期の連結業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） 
(1)連結経営成績            （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 
18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

 

55,910     13.8 
49,133       15.2 
 

7,368      28.4 
5,737      33.9 
 

7,314        28.2  
 5,705        35.3 
  

 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益        

株主資本当 
期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 百万円   ％  円 銭  円 銭 ％ ％ ％ 
18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

4,191    － 
△337       － 

 

257.84 
△25.01 

－ 
－ 

 34.9 
△3.2 

9.8 
    9.6   

 13.1 
11.6 

(注) ①持分法投資損益    18 年 3 月期          －百万円   17 年 3 月期    －百万円 
     ②期中平均株式数(連結)  18 年 3 月期      15,999,836 株    17 年 3 月期 15,999,902 株 
     ③会計処理の方法の変更  有 
      ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態 
 総 資 産      株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 
18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

 

82,566 
66,736 

 

14,016 
9,972 

 

17.0 
14.9 

871.87 
619.36 

 (注) 期末発行済株式数(連結)  18 年 3 月期 15,999,796 株   17 年 3 月期 15,999,846 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 
 

百万円 百万円 百万円 百万円 
18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

 

21,226 
17,588 

 

249 
△3,150 

 

△4,290 
532 
 

46,199 
29,015 

  
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
連結子会社数  ９社 持分法適用非連結子会社数  －社 持分法適用関連会社数  －社 

 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結 (新規)  －社 (除外)  －社    持分法 (新規)   －社 (除外)   －社 

 
２．１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円 

中 間 期 
通    期 

28,000 
58,600 

2,460 
7,540 

1,350 
4,300 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 268 円 75 銭 

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
なお上記予想に関する事項は、添付資料 12 ページをご参照下さい。 
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１．企業集団の状況 
 

当社グループ（当社及び当社の連結子会社）は、当社及び子会社 9 社で構成され、不動産の仲介、販売受託、賃貸、

不動産販売を主な事業とし、さらに各事業に関連した附帯サービス等の事業活動を展開しております。 

当社の親会社は東急不動産㈱であり、当社は、同社が分譲するマンション、戸建住宅等を、同社より委託を受けて販

売しております。また、当社は、同社より店舗、事務所の一部を賃借などしております。 

なお、事業内容と、事業の種類別セグメントにおける事業区分は同一であります。 

 

（仲介） 

当社及び特約店のテイ・エル㈱（連結子会社）、横浜住宅販売㈱（連結子会社）及びエリアネット㈱（連結子会社、

清算予定）が首都圏、関西圏、仙台及び名古屋において、東急リバブル九州㈱(連結子会社)が九州地方において、ま

た、東急リバブル札幌㈱(連結子会社)が北海道地方においてそれぞれ地域に密着したリバブルネットワークとして住

宅等の仲介・斡旋などを行っております。 

 

（販売受託） 

当社が、主に首都圏、関西圏において、東急不動産㈱、東京急行電鉄㈱(その他の関係会社)を中心とする事業主が

新規に供給するマンション・戸建住宅等の販売代理などを行っており、その業務等の一部を首都圏においては東急リ

バブルスタッフ㈱（連結子会社）、関西圏においてはエル・スタッフ㈱(連結子会社)に委託しております。       

 

（賃貸） 

当社が、主に首都圏、関西圏において、オフィスビル・マンション等を所有又は賃借し、これらを賃貸しておりま

す。オーナー等からは、賃貸の運営・管理等の代行業務などを請負っております。 

また、賃貸用資産の保有及びアセットマネジメント事業をリバブルアセットマネジメント㈱（連結子会社)が行って

おり、住居系賃貸物件の借上（サブリース）事業をリバブル･ピーエイ㈱（連結子会社)が行っております。 

 

（不動産販売） 

主に当社が、デベロッパ－などの所有する完成在庫物件や不良債権化した物件等を買い取り、再販売しております。 

 

（その他） 

  当社が、ＳＰＣ投資等の不動産証券化ビジネスや保険代理業等を行っております。 
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      以上に述べた事項の事業系統図は次のとおりであります。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各事業の子会
社からのサ－
ビス提供 

当社のサ－ビ
ス提供 

顧                        客 

[

事
業
区
分] 

《連結子会社》 

 

販
売
受
託 

賃
貸 

不
動
産
販
売 

そ
の
他 

東
急
リ
バ
ブ
ル
㈱ 

東急不動産㈱ 

東京急行電鉄㈱ 

《連結子会社》 

エル・スタッフ㈱ 
東急リバブルスタッフ㈱ 

リバブルアセット 
マネジメント㈱ 

《連結子会社》 

<その他の関係会社> 

販売業務等の委託 

店舗・事務所の賃借等 

ノウハウ等の提供 

業務の一部 
を委託 

<親会社> 

賃貸管理業
務を委託 

仲
介 

テイ･エル㈱ 

横浜住宅販売㈱ 

エリアネット㈱ 

東急リバブル九州㈱ 

東急リバブル札幌㈱ 

リバブル・ピーエイ㈱  
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関係会社の状況                                                         

関係内容 

名称 住所 
資本金 
又は 
出資金 

主要な事 
業の内容 

議決権の 
所有又は 
被所有 
割合 

役員の 
兼任等 資金援助 営業上の取引 設備の賃貸借 摘要 

（親会社）  百万円  ％ 名     

東急不動産㈱ 東京都 
渋谷区 57,499 不動産業 52.8 

 (2.8) 5 － 同社が分譲する住宅 
等の販売受託等 店舗等を賃借 *1 

（連結子会社）          

テイ・エル㈱ 神奈川県 
大和市 16 仲介業 100.0 3 長期貸付金 20百万円 

特約店契約に基づく 
ロイヤリティの受取 － 

 
*2 
*4 
*5 

エル・スタッフ㈱ 大阪府 
吹田市 20 販売 受託業 100.0 3 － 販売業務等に係る人 

材の派遣を委託 
事務所の 
一部を転貸 *5 

横浜住宅販売㈱ 神奈川県 
横浜市 25 仲介業 100.0 3 － 特約店契約に基づく 

ロイヤリティの受取 事務所を転貸 
*4 
*5 

エリアネット㈱ 東京都 
新宿区 25 仲介業 100.0 3 長期貸付金 50百万円 

特約店契約に基づく 
ロイヤリティの受取 事務所を転貸 

*3 
*4 
*5 

東急リバブル九州㈱ 福岡県 福岡市 100 仲介業 100.0 3 － － － *5 

東急リバブルスタッ 
フ㈱ 

東京都 
渋谷区 20 販売 受託業 100.0 5 長期貸付金 10百万円 

販売業務等に係る人 
材の派遣を委託 － *5 

東急リバブル札幌㈱ 札幌市 中央区 100 仲介業 100.0 3 － － － 
 
*5 
 

リバブルアセット 
マネジメント㈱ 

東京都 
渋谷区 100 賃貸業 90.0 

[10.0] 4 長期貸付金 500百万円 
不動産賃貸の管理業 
務を受託 

事務所の 
一部を転貸 *5 

リバブル・ピーエイ 
㈱ 

東京都 
中央区 10 賃貸業 100.0 4 － － － *5 

(その他の関係会社)          

東京急行電鉄㈱ 東京都 
渋谷区 110,608 鉄軌道 事業等 

 
5.0 
  

3 － 同社が分譲する住宅 
等の販売受託等 店舗等を賃借 *1 

*6 

（注）１．連結子会社の主要な事業内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

      ２．議決権の所有又は被所有割合の（  ）内は、被間接所有割合で内数であり、[   ]内は、自己の意思と同一の

内容の議決権を行使すると認められる者が所有する議決権の割合で外数であります。 

      ３．＊１：有価証券報告書を提出しております。 

４．＊２：長期貸付金全額に対して貸倒引当金を計上しております。 

     ５．＊３：会社清算を予定しており、長期貸付金全額に対して貸倒引当金を計上しております。 

６．＊４：東急リバブル特約店契約（東急リバブルネットワ－ク会社） 

        当社と当社が出資・設立した子会社との間で締結した契約であり、「東急リバブルネットワ－ク」と

いう商標を使用して売買仲介等の営業活動を行い、当社に対して年間売上高の一定の割合のロイヤリ

ティを支払うことについて定めたものであります。   

      ７．＊５：当該連結子会社は、営業収益（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結営業収益に占める割合が

それぞれ 100 分の 10 以下であるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。 

   ８．＊６：議決権の被所有割合は 100 分の 20 未満でありますが、実質的な影響力を持っているためその他の関係

会社となっております。 
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２．経営方針 
 
１．経営の基本方針 
当社グル－プは、東京急行電鉄㈱を中心とする東急グル－プの企業として「東急」というネームバリューを背景に

首都圏を中心に総合不動産流通業を手掛けており、「期待を超える一つ上のお客様満足」を提供することを基本方針

としております。良質な情報・サービスの提供と、お客様から信頼を得るため、安定的な成長確保と収益基盤の充実

を目指しております。 

 

２．利益配分に関する基本方針 
当社の利益配分につきましては、企業体質の強化と将来の事業展開等を考慮しつつ、積極的に利益還元を行うこと

を方針としております。 

  内部留保金の使途につきましては、新規出店・システム整備など将来の事業展開への備えとさせていただきます。 

なお、会社法施行後における配当に関する基本方針については、特段の変更を予定しておりません。 

 

３．目標とする経営指標 
当社グループは株主価値の向上及び企業体質の強化を図るため以下の指標において目標値を定めております。 

なお、目標値は「４．中長期的な経営戦略」に記載の中期経営計画に基づくものであります。 

 

 

 

 
 
 
 
４．中長期的な経営戦略 

当社グル－プは2006年3月期を初年度とする3ヵ年の中期経営計画「ＧＲＯＷ ＵＰ ＬＩＶＡＢＬＥ」を策定し、

実践しております。 

 

（１）基本方針 

当社グループはコンプライアンス重視の姿勢によりすべてのお客様に真摯に対応し、「お客様の不動産に関する

あらゆるニーズに満足を提供することを通じて社会貢献」する「ＮＯ．１信頼営業の総合不動産流通業」を目指し

てまいります。この経営ビジョンの追求のために、①人材育成及び採用拡大、②主要事業領域における競争力強化

による収益拡大、③東急リバブルブランドの強化、を実践してまいります。 

 

（２）重点施策 

   「ＮＯ．１信頼営業」を実践するためには、営業スキルを向上しお客様からの信頼を得ることが最重要である、

との認識に基づき、研修制度の充実により人材育成を図ってまいります。 

 

（３）事業戦略 

    市場ボリュームがあり中長期的にも拡大可能な売買仲介のリテールと、ホールセール及び賃貸業を当社グループ

の成長事業と位置づけ、経営資源を集中投下するとともに、販売受託、不動産販売を含めた５つの事業のバランス

の取れた総合不動産流通業を目指してまいります。各事業の事業戦略は以下の通りです。 

①売買仲介リテール：首都圏仲介収益ＮＯ．１戦略の推進 

優良住宅地域である東急沿線においてシェア拡大を推進するとともに、都心部への積極的な出店及び既存店舗の

大型化により「首都圏仲介収益ＮＯ．１」を達成いたします。 

重点経営指標 目標値 
平成 18 年 3 月期 

(実績) 
平成 17 年 3 月期 

(実績) 

株主資本利益率（ROE） 

売上高経常利益率 

株主資本比率 

２０％以上 

１０％以上 

２０％以上 

３４．９％ 

 １３．１％ 

１７．０％ 

△３．２％ 

 １１．６％ 

１４．９％ 
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②売買仲介ホールセール：不動産ソリューション事業の拡大 

   拡大する不動産投資市場への対応力強化により、ホールセール市場におけるトップブランドを目指します。 

  ③賃貸業：管理代行物件の拡大を核とした安定収益の拡充 

   直営仲介店舗の開発機能活用、要員の拡充による開発力強化により管理代行物件の増加を目指します。 

  ④販売受託：優良受託案件の獲得 

   事業主対応力の強化により優良受託案件の獲得強化を図るとともに、採算性の高い東急グループ案件を中心とす

る販売体制の構築により利益率の向上を目指します。 

  ⑤不動産販売、その他：時流に対応した事業機会の取得 

   短期買取再販を継続するとともに、仲介・販売受託・アセットマネジメントの機会獲得のためのエクイティ出資

などによりビジネスチャンスの増大、資金の効率的活用を図ってまいります。 

 

（４）東急リバブルブランドの強化 

   当社グループは「我々は不動産のプロであり、そして接遇のプロである」という理念のもと他社との差別化を図

ってまいります。お客様志向をより一層追求することが東急リバブルブランドの強化につながると考えております。 

 

５．対処すべき課題 
   当社グループを取り巻く今後の事業環境におきましては、企業業績の好調が家計にまで影響を及ぼし、景気の回

復基調は継続するものと思われます。地価動向におきましても全国的には下落傾向は続いているものの、三大都市

圏では上昇に転じるなど底入れの兆しは鮮明となっております。 

   このような状況の中、中期経営計画「ＧＲＯＷ ＵＰ ＬＩＶＡＢＬＥ」の基本方針である「ＮＯ．１信頼営業

の総合不動産流通業」への実現に向けて新規出店、既存店舗の改装・移転などのハード面の充実に加え、研修を通

じた人材育成によりお客様の信頼を獲得するとともに、主要事業である「仲介業リテール」「仲介業ホールセール」

「賃貸業」へ集中的に資源を投下することにより収益拡大に努めてまいります。 

 
６．親会社等に関する事項 
（１）親会社等の商号等 

  （平成 18 年 3 月 31 日現在） 

親会社等 属性 
親会社等の議決権 
所有割合（％） 

親会社が発行する株券が上 
場されている証券取引所等 

東急不動産株式会社 親会社 
52.8 
（2.8） 

東京証券取引所市場第一部 
大阪証券取引所市場第一部 

東京急行電鉄株式会社 

上場会社が他の会 
社の関連会社であ 
る場合における当 
該他の会社 

5.0 東京証券取引所市場第一部 

    (注)親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数であります。 

 

（２）親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由 

    親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きいのは東急不動産㈱であります。同社は当連結会計年度末現在で

間接所有を含めて当社の議決権の52.8％を所有しております。また、当連結会計年度における営業収益のうち同社

の占める割合は4.4％でありますが、販売受託業における同社からの営業収益は38.6％を占めており、当社の主要顧

客の1社となっているためであります。 

 

（３）親会社等の企業グル－プにおける上場会社の位置付け及び独立性の確保の状況等 

   ①親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け並びに人的・資本的関係 

当社は東京急行電鉄㈱（その他の関係会社）を中心とした東急グループにおいて、主に不動産業を営む東急不

動産グループに属しております。また、当社は東急不動産グループにおける総合不動産流通業と位置付けられて

おります。親会社等との資本関係は「６．（１）親会社等の商号等」に示すとおりであります。 
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（役員の兼務状況） 
役職 氏名 親会社等での役職 就任理由 

取締役会長（非常勤） 安藝 哲郎 東急不動産㈱ 取締役相談役 親会社等との連携強化のため 

代表取締役社長 袖山 靖雄 東急不動産㈱ 取締役（非常勤） 同上 

取締役（非常勤） 植木 正威 東急不動産㈱ 代表取締役社長 同上 

取締役（非常勤） 鈴木 克久 東京急行電鉄㈱ 専務取締役 同上 

取締役（非常勤） 土橋 隆彦 東急不動産㈱ 取締役（非常勤） 同上 

監査役（非常勤） 垣本 謙一郎 東京急行電鉄㈱ 常勤監査役 監査体制充実のため 

監査役（非常勤） 西東 清明 東急不動産㈱ 常勤監査役 同上 

（注）当社の取締役 16 名、監査役 4名のうち、親会社等との兼任役員は当該 7名であります。 

 

（出向者等の受入状況） 

部門名 人数 
出向元の親会社又はその 

グル－プ企業名 
出向者等受入理由 

一般管理部門 12 東急不動産㈱ 
内部管理体制強化を目的として
当社が要請したため。 

営業部門等 48 東急不動産㈱ 
営業力強化を目的として当社が
要請したため。 

（注）平成 18 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 2,203 名であります。 

 

②親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等との取引関係や人

的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 

当社は東急不動産㈱及び東京急行電鉄㈱と「販売受託基本協定」を締結し、両社が分譲する不動産物件の販売

業務を受託しております。両社の不動産物件の供給量や今後の供給計画によっては、当社の販売受託業の収益に

影響を及ぼす可能性があります。 

なお、他の東急不動産グループ会社との事業活動における関係においては、コアビジネスにおける事業領域の

重複もほとんどなく、一定の協力関係を保っております。東急不動産グループ各社が製造・販売・管理・仲介、

とそれぞれの不動産関連の事業領域において蓄積されたノウハウとのシナジー効果を発揮することにより、競争

力を強化しともに発展することに努めております。 

 

③親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 

当社は親会社等の企業グループとは「製造」と「販売」といったかたちで明確な事業の棲み分けがなされてお

り、親会社等の企業グループから当社の事業活動について阻害される状況にはないと考えております。また、親

会社等の企業グループとの兼任取締役は 5名、同監査役は 2 名おりますが、半数に至る状況にはなく、その就任

は当社からの要請に基づくものであることから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。また、

内部管理体制及び営業力強化を目的として親会社等から出向者等を受け入れており、うち 2 名は決裁権限を有し

ておりますが、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。   

なお、東急不動産㈱及び東京急行電鉄㈱からの受託物件とそれ以外の事業主からの受託物件においては、同様

の条件による販売活動等を行っており、事業主及び購入されたお客様いずれもがご満足いただけるよう最善の努

力をいたしております。 

 

④親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

 当社は親会社等の企業グループとは事業の棲み分けがなされており、事業上の制約はなく、独自に事業活動を

行っております。親会社兼任取締役の就任状況や出向者等の状況は、独自の経営判断を妨げるものではなく、一

定の独立性が確保されていると考えています。 

 

（４）親会社等との取引に関する事項 

「４．連結財務諸表等」、注記事項の③関連当事者との取引をご参照ください。 
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３．経営成績及び財政状態 
 

１．経営成績  
(１)当期の概況 
当連結会計年度のわが国経済は、好調な輸出を背景に企業収益は増加するとともに、設備投資についても収益増加

や需要の高まりを受け増加基調が続きました。個人消費も所得の増加と雇用情勢の改善を下支えに緩やかな増加傾向

となるなど、景気全般において回復基調となりました。 

不動産流通業界におきましては、新築マンションが価格の下げ止まりや金利先高感を背景に、集客数・契約率とも

高水準で推移いたしましたが、耐震強度偽装問題やアスベスト問題の表面化により来場から契約に至るまでが長期化

する傾向となりました。仲介市場においては、築浅物件の流通数増加に加え、都心人気の高まりにより成約価格・成

約件数ともに高い水準で推移いたしました。また、不動産流動化市場の拡大によりホールセール市場も活況を呈しま

した。 

このような環境下において当社グループは、中期経営計画「ＧＲＯＷ ＵＰ ＬＩＶＡＢＬＥ」を確実に実践する

ために、主力の仲介業において「仲介業収益首都圏 NO.1」戦略を推進してまいりました。リテール部門においては、

当期に首都圏 3店舗、関西圏 2 店舗の新規出店をすることにより、仲介シェアの拡大・収益向上に努めてまいりまし

た。また、既存店舗については大型化を推進することにより競争力を高め収益拡大を狙うとともに、宣伝費をはじめ

とする営業費用の効率的活用による利益率の向上を図ってまいりました。また、ホールセール部門においては、業容

拡大と事業の多角化により情報ルートの拡大に取り組んでまいりました。 

この結果、当連結会計年度の営業収益は 55,910 百万円（対前年同期比 13.8％増）、営業利益は 7,368 百万円（対

前年同期比 28.4％増）、経常利益は 7,314 百万円（対前年同期比 28.2％増）、当期純利益は 4,191 百万円（前年同期

は当期純損失 337 百万円）となりました。 

 

（百万円） 

 当期 前期 比較 増減率 

営業収益 55,910 49,133 6,776 13.8％ 

経常利益 7,314 5,705 1,609 28.2％ 

当期純利益 4,191 △337 4,529  － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊18/3 予想は、平成 17 年 
10 月 31 日発表の数値で 
あります。 
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事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。なお、セグメント間の内部取引高を含んでおります。 

 

（仲介） 

リテール部門におきましては、新規出店と既存店舗の大型化を核に情報量の拡大、地域シェアの向上に努めてま

いりました。当連結会計年度においては首都圏に「渋谷東口」「駒込」「高田馬場」、関西圏に「高槻」「武庫之

荘」の計 5店舗の新規出店をいたしました。一方、関西圏において 2 店舗を既存店舗への統合に伴い閉鎖いたしま

した。また、「新宿」「上野」「青山」「荻窪」「所沢」「大井町」「溝ノ口」を大型店舗である「センター店」

に移行いたしました。その結果、子会社を含めた当期末の直営ネットワーク数は首都圏 98 店舗、関西圏 24 店舗、

その他 13 店舗の計 135 店舗（うちセンター店 25 店舗）となりました。また、ホールセール部門においては、企業

の事業再生等による保有資産の売却業務に加え、自社でバリュエーション（価格査定）・インスペクション（物件

調査）といったサービス業務に迅速に対応することにより事業法人・不動産投資ファンド等の購入・売却ニーズへ

の対応力を高め、他社との競争力を強化することにより、ホールセール事業の収益拡大に努めてまいりました。 
この結果、売買仲介取扱件数 14,670 件（対前年同期比 2.6％増）、売買仲介取扱高 777,355 百万円（対前年同

期比 21.3％増）、賃貸仲介取扱件数 11,933 件（対前年同期比 4.8％増）、仲介業における営業収益は 34,494 百万

円（対前年同期比 17.3％増）、営業利益は 8,026 百万円（対前年同期比 21.5％増）となりました。 

 
    営業収益の内訳・引渡実績 

  当期 前期 比較 増減率 

売買仲介 営業収益（百万円） 32,097 27,062 5,034 18.6％

（参考） 件数（件） 14,670 14,299 371 2.6％ 

 取扱高（百万円） 777,355 640,698 136,657 21.3％

賃貸仲介 営業収益（百万円） 2,397 2,352 45 1.9％

営業収益合計（百万円） 34,494 29,414 5,079 17.3％
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（販売受託） 

販売受託業におきましては、耐震強度偽装問題の影響により来場から契約に至るまでの商談期間は長期化する傾

向が見られたものの、新築マンションの販売は好調に推移いたしました。また、東急田園都市線沿線を中心とする

戸建分譲も好調に推移いたしました。 

しかしながら、当連結会計年度におきましては前期に比べ収益性の高い大型マンションの引渡しが減少したこと

などの影響により、取扱件数 5,081 件(対前年同期比 12.2％減)、取扱高 198,477 百万円（対前年同期比 14.2％減）、

販売受託業における営業収益は 6,269 百万円（対前年同期比 12.0％減）、営業利益は 1,005 百万円(対前年同期比

35.8％減)となりました。 

    

引渡実績 

 当期 前期 比較 増減率 

営業収益（百万円） 6,269 7,124 △855 △12.0％ 

件数（件） 5,081 5,786 △705 △12.2％ 

取扱高（百万円） 198,477 231,303 △32,826 △14.2％ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

なお、当連結会計年度の主な販売受託の引渡実績は、マンションでは「港北センタ－プレイス」（346 戸）、「セ

ルヴァ灘駅前フォ－シ－ズン」（235 戸）、「新百合ヶ丘レガ－トプレイス」（213 戸）、「田園ステ－ションテ

ラス」（210 戸）、「ナチュラリ－西神中央」（197 戸）など、戸建では「多摩田園都市」（167 戸）、「あすみが

丘」（70 戸）など、土地では「びゅうヴェルジェ安中榛名」（59 区画）、「泉ビレジ」（36 区画）などでありま

す。    
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(賃貸) 

賃貸業におきましては、平成 16 年 9 月に買収いたしましたリバブル・ピ－エイ㈱が通期で稼動し、借上業収益

が大幅に増加いたしました。また、管理代行においては収益のベースとなる管理物件拡充のため開発要員を増加す

るなど物件開発力を強化した結果、管理代行物件は前期に比べ 6,573 戸増加いたしました。また、社有賃貸業にお

いては新規資産の購入を図るとともに、当社及びリバブルアセットマネジメント㈱における社有物件の高稼働率維

持及び運営経費の削減に取り組んでまいりました。 

この結果、賃貸業における営業収益は 7,215 百万円(対前年同期比 28.2％増)、営業利益は 1,144 百万円（対前

年同期比 81.4％増）となりました。 

 

営業収益の内訳                              （百万円） 

 当期 前期 比較 増減率 

賃貸（社有） 1,289 1,395 △105 △7.6％ 

転貸（借上） 4,000 2,652 1,347 50.8％ 

管理代行 1,749 1,410 338 24.0％ 

その他 176 168 7 4.2％ 

合計 7,215 5,628 1,586 28.2％ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、主な収益の内訳としては、社有物件では「ウェルスクエア碑文谷」、「リバブル用賀ビル」、「渋谷山手

通り ST レジデンス」、「東急リバブル百道ビル」、「リバブル白金ビル」などで 1,289 百万円（対前年同期比 7.6％

減）、借上物件では「三宮山田東急ビル」、「ヒルトップ中野」、「アーバネックス神戸駅前」、「プレム桜丘ビ

ル」、「セレ－ノ武蔵中原」などで 4,000 百万円（対前年同期比 50.8％増）、管理代行では 1,749 百万円（対前

年同期比 24.0％増）などであります。 
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(不動産販売) 

     不動産販売業におきましては、主にデベロッパーが所有する完成在庫物件や不良債権化した物件等の売却ニーズ

に対し、中短期型の不動産投資との位置付けで事業性のある物件の買取再販を行ってまいりました。 

この結果、不動産販売業における営業収益は 7,388 百万円（対前年同期比 11.8％増）、営業利益は 713 百万円

（対前年同期比 6.1％減）となりました。 

   

  販売実績 

 当期 前期 比較 増減率 

営業収益（百万円） 7,388 6,607 781 11.8％ 

販売戸数（戸） 233 202 31 15.3％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(その他) 

その他の事業におきましては、ＳＰＣ投資等の不動産証券化ビジネスや保険代理業務等に取り組み、収益の拡大

を図ってまいりました。 

当連結会計年度におきましては、当社がエクイティ出資しておりましたＳＰＣが運用資産を売却したことによる

配当収入などにより、営業収益 632 百万円（対前年同期比 46.4％増）、営業利益 332 百万円（前年同期は営業損失

207 百万円）となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産販売

6,607

759

5,379

7,388

△13

713△0.3%

11.5% 9.7%

△2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

16/3 17/3 18/3

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

営業収益 営業利益 営業利益率

（百万円） 

  



東急リバブル(株) 
18 年 3 月期 連結 

－   － 12 

(２)次期の見通し 

事業環境におきましては、原油価格の高騰が企業業績に影響を及ぼす懸念はあるものの、景気の回復基調は継続する

ものと思われます。不動産流通市場におきましては、団塊ジュニアを中心とする底堅い需要を背景に新築マンションの

供給数は高水準が予想されております。また、中古市場におきましても地価の底入れ感の影響もあり、取引件数の拡大

とともに高価格帯へのシフトが予想されます。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、2年目となる中期経営計画「ＧＲＯＷ ＵＰ ＬＩＶＡＢＬＥ」

を確実に実践することにより、収益の拡大、株主価値の向上に努めてまいります。 

仲介業においては、平成 18 年 4 月に「東陽町」に新規出店することにより、都内城東地区における情報量拡大及びシ

ェアアップを図ってまいります。また、既存店舗においては大型化を推進すること（平成 18 年 4 月に「三軒茶屋」「銀

座」「仙台」の大型化を実施）により取扱件数の拡大及び宣伝費等の効率的活用による利益率の向上を図ってまいりま

す。また、ホールセール市場におきましては、J-REIT や私募ファンドをはじめとした投資ファンドによる資金流入は高

い水準で継続拡大するものと思われます。当社は市場の活況化への対応力強化及び事業機会獲得のために、アセットマ

ネジメント会社、金融機関との情報ルート開拓に取り組んでまいります。 

販売受託業では、耐震強度偽装問題の影響もあり、顧客の物件を選別する目は厳しくなっております。当社は販売団

地毎のきめ細かなセールスプロモーションにより営業力の強化に取り組んでいくとともに、商品企画や販売促進の提案

力強化により受託物件の開発戸数拡大に努めてまいります。 

賃貸業においては、仲介直営店舗を窓口とした管理物件情報の開拓及び既存クライアントへのアプローチ強化により

管理代行物件数の拡大に努めてまいります。 

以上により、次期の業績見通しにつきましては、営業収益 58,600 百万円(対前年同期比 4.8％増)、経常利益 7,540 百

万円（対前年同期比 3.1％増）、当期純利益 4,300 百万円（対前年同期比 2.6％増）を予想しております。 

   なお、企業が事業を遂行している限り、様々なリスクが伴います。当社グル－プにおいてはこれらのリスクの発生防

止を図っております。しかしながら、経済状況の悪化、自然災害、不動産に係る税制改正などにおいて想定の範囲外の

事態が生じた場合には、当社グル－プの経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

      平成 19 年 3 月期業績見通し                                                         （単位：百万円） 

  次期見通し 当連結会計年度 対当期増減額 対当期比 

 連結営業収益 58,600 55,910 2,689 4.8％ 

 連結営業利益 7,640 7,368 271 3.7％ 

 連結経常利益 7,540 7,314 225 3.1％ 

 連結当期純利益 4,300 4,191 108 2.6％ 
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２．財政状態及びキャッシュ・フロ－の状況 
(１)財政状態 

（単位：百万円） 

 当連結会計年度 前連結会計年度 対前年同期 対前年同期比 

総資産 82,566 66,736 15,830 23.7％ 

株主資本 14,016 9,972 4,043 40.6％ 

株主資本比率 17.0％ 14.9％ － － 

１株当たり株主資本 871.87 円 619.36 円 252.51 40.8％ 

総資産は、前連結会計年度末に比べて 15,830 百万円増加し、82,566 百万円となりました。これは、資金運用によ

る短期貸付金（現先）が 10,098 百万円、販売受託の物件代金預りなどに伴い現預金が 7,086 百万円増加したことなど

によるものであります。 

株主資本は、配当金 511 百万円などを利益処分した一方で、当期純利益を 4,191 百万円計上、有価証券評価差額が

427 百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて 4,043 百万円増加し 14,016 百万円となりました。こ

の結果、１株当たり株主資本は、前連結会計年度末に比べて 252.51 円増加し 871.87 円となりました。また、株主資

本比率は、17.0％に上昇しております。 

 
(２)キャッシュ・フロ－の状況 

（単位：百万円） 
 当連結会計年度 前連結会計年度 対前年同期 対前年同期比 

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,226 17,588 3,637 20.7％ 

投資活動によるキャッシュ・フロー 249 △3,150 3,399 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,290 532 △4,823 － 

現金及び現金同等物の期末残高  46,199 29,015 17,184 59.2％ 

当連結会計年度における連結ベ－スの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

て 17,184 百万円増加し、当連結会計年度末は 46,199 百万円（対前年同期比 59.2％増）となりました。 

  当連結会計年度における各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動による資金は 21,226 百万円増加（前年同期は 17,588 百万円の増加）いたしまし

た。これは、主として販売受託業における受託預り金が8,269百万円増加したことや、税金等調整前当期純利益を7,454

百万円計上（前年同期は 18 百万円の税金等調整前当期純損失）したことなどによるものであります。また、減価償却

費は前年同期比 28 百万円減の 711 百万円となりました。なお、法人税等の支払額は 127 百万円となり、前年同期と比

べ 1,189 百万円減少いたしました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

当連結会計年度において投資活動による資金は 249 百万円増加（前年同期は 3,150 百万円の減少）いたしました。

これは主として連結子会社であるリバブルアセットマネジメント㈱による賃貸用物件取得などにより 1,000 百万円の

支出があった一方で、匿名組合からの出資返還による収入が 1,012 百万円、リバブルアセットマネジメント㈱による

賃貸用物件売却収入が 511 百万円あったことなど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） 

当連結会計年度において財務活動による資金は 4,290 百万円減少(前年同期は 532 百万円の増加）いたしました。こ

れは、借入金の返済や配当金の支払があったことなどによるものであります。 

 

次期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動では税金等調整前当期純利益の増加や、受託預り金などの減

少、投資活動では賃貸資産等の取得による減少などを見込んでおります。 
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なお、当企業集団のキャッシュ・フロ－指標群のトレンドは以下のとおりであります。 
 

 
平成 15 年 3 月期 平成 16 年 3 月期 平成 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期 

自己資本比率（％） 16.3 20.7 14.9 17.0 

時価ベ－スの自己資本（％） 21.7 68.0 88.7 145.5 

債務償還年数（年） 0.8 － 0.6 0.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 84.6 － 130.4 168.8 

※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベ－スの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロ－ 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロ－／利払い 

１．各指標はいずれも連結ベ－スの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は期末時価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フロ－は連結キャッシュ・フロ－計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ－を使用して

おります。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象と

しております。また、利払いについては連結キャッシュ・フロ－計算書の利息の支払額を使用しております。 

４．平成 16 年 3 月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フロ

－がマイナスのため記載しておりません。 

 

３．事業等のリスク 
事業を遂行していく上で、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項には以下のようなものがあ

ります。また、記載事項のうち将来に関する事項は、連結会計年度末において判断したものであります。なお、業

績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 

 

(１)宅地建物取引業法等  

 当社グル－プが行っている事業は、宅地建物取引業法及び関係法令の規制を受けております。この法律は宅地建

物取引業について必要な規制を定め、宅地建物取引業務の適正実施を図ることを目的としております。当社グル－

プが行っている事業を営むには、国土交通大臣・都道府県知事から免許を受ける必要があり、5 年毎の更新手続き

を行っております。 

 当社グル－プは、管理体制及び従業員教育を徹底し、コンプライアンス体制の整備に努めておりますが、同法及

び関係法令に定められた事項に違反した場合、免許取消を含む行政処分がなされる可能性があります。 

 

(２)他社競争の激化 

   不動産流通業界における競争は大変厳しいものとなっており、今後も営業活動の分野及び地域において競争の激

化に直面すると思われます。当社グル－プは、優れた人材と営業システムにより業界をリ－ドする立場にあると考

える一方、将来においては競合他社の台頭や革新された営業システムの出現等により、現在の優位性を確保できる

という保証はありません。その場合、当社グル－プの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(３)不動産取引に係る税制 

当社グル－プは、不動産の仲介及び販売受託による手数料を主たる収益としておりますが、不動産取引に係る税

制改正等により、消費者の実質購入コストが上昇した場合、不動産取引の減少が見込まれる可能性があります。 
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４．連結財務諸表等 
（１）連結貸借対照表                             （単位：百万円） 

当連結会計年度 
平成18年3月31日現在 

前連結会計年度 
平成17年3月31日現在 増減 

科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 前期比 

（資産の部）  ％  ％  ％ 

Ⅰ 流動資産   60,999 73.9 45,006 67.4 15,993 35.5 

 現金及び預金  36,101  29,015  7,086  

 受取手形及び売掛金  563  467  96  

 有価証券 ※1 30  390  △360  

 たな卸資産  7,488  7,552  △64  

 繰延税金資産  1,989  1,464  525  

 短期貸付金 ※6 10,098  －  10,098  

 立替金  4,187  5,428  △1,241  

 その他  549  699  △149  

 貸倒引当金  △8  △11  2  

Ⅱ 固定資産   21,567 26.1 21,730 32.6 △163 △0.8 

１．有形固定資産  ※5 10,489 12.7 10,388 15.6 101 1.0 

 建物及び構築物 ※1 4,914  5,057  △142  

 土地  ※1 5,219  5,012  206  

 その他   355  318  37  

２．無形固定資産   2,066 2.5 1,929 2.9 137 7.1 

３．投資その他の資産   9,010 10.9 9,412 14.1 △401 △4.3 

 投資有価証券 ※1 3,596  3,530  66  

 差入保証金敷金 ※1 2,965  3,168  △202  

 繰延税金資産  951  1,194  △242  

 その他  1,596  1,673  △76  

 貸倒引当金  △100  △153  53  

 資産合計  82,566 100.0 66,736 100.0 15,830 23.7 
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                                         （単位：百万円） 

当連結会計年度 
平成18年3月31日現在 

前連結会計年度 
平成17年3月31日現在 増減 

科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 前期比 

（負債の部）  ％  ％  ％ 

Ⅰ 流動負債   58,707 71.1 46,049 69.0 12,658 27.5 

 支払手形及び買掛金  46  47  △0  

 短期借入金 ※1 1,326  4,081  △2,755  

 未払金  3,321  3,521  △199  

 未払法人税等  3,818  73  3,745  

 前受金  3,190  2,851  339  

 受託預り金  37,270  29,001  8,269  

 預り金  5,558  3,069  2,489  

 賞与引当金  2,996  2,278  718  

 その他  1,177  1,126  51  

Ⅱ 固定負債   9,829 11.9 10,714 16.1 △885 △8.3 

 長期借入金 ※1 4,890  5,914  △1,023  

 退職給付引当金  3,015  2,664  350  

 役員退任慰労引当金  356  303  52  

 その他  1,567  1,832  △264  

 負債合計  68,536 83.0 56,764 85.1 11,772 20.7 

（少数株主持分）       

 少数株主持分  13 0.0 0 0.0 13 5,034.3 

（資本の部）       

Ⅰ 資本金  ※3 1,396 1.7 1,396 2.1 － － 

Ⅱ 資本剰余金   944 1.2 944 1.4 － － 

Ⅲ 利益剰余金   10,921 13.2 7,304 10.9 3,617 49.5 

Ⅳ その他有価証券 評価差額金 
  754 0.9 327 0.5 427 130.4 

Ⅴ 自己株式  ※4 △0 △0.0 △0 △0.0 △0 － 

資本合計  14,016 17.0 9,972 14.9 4,043 40.6 

 負債、少数株主持分及び 資本合計  82,566 100.0 66,736 100.0 15,830 23.7 
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（２）連結損益計算書                             （単位：百万円） 
当連結会計年度 前連結会計年度 

 自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日   
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日  

増減 
科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 前期比 

      ％  ％  ％ 

Ⅰ 営業収益   55,910 100.0 49,133 100.0 6,776 13.8 

Ⅱ 営業原価   44,465 79.5 39,279 79.9 5,185 13.2 

 営業総利益  11,445 20.5 9,854 20.1 1,590 16.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  ※1 4,077 7.3 4,117 8.4 △40 △1.0 

 営業利益  7,368 13.2 5,737 11.7 1,630 28.4 

Ⅳ 営業外収益   96 0.2 131 0.3 △34 △26.5 

 受取利息  3  5  △1  

 受取配当金  12  13  △0  

 保険配当金等  24  61  △37  

 独身寮・社宅運営収益  13  21  △7  

 受取立退料  18  －  18  

 その他  23  28  △4  

Ⅴ 営業外費用   149 0.3 162 0.3 △12 △8.0 

 支払利息  122  127  △5  

 支払手数料  16  －  16  

 貸倒引当金繰入額  －  31  △31  

 その他  10  3  7  

 経常利益  7,314 13.1 5,705 11.6 1,609 28.2 

Ⅵ 特別利益   162 0.3 57 0.1 105 184.3 

 固定資産売却益 ※2 108  27  81  

 貸倒引当金戻入益  53  29  24  

Ⅶ 特別損失   23 0.0 5,781 11.8 △5,757 △99.6 

 固定資産売却損 ※3 23  5,613  △5,590  

 本社移転費用 ※4 －  167  △167  

 
税金等調整前当期純利益 
又は税金等調整前当期純 
損失(△) 

 7,454 13.3 △18 △0.0 7,472 － 

 法人税、住民税及び事業税  3,822  243  3,579  

 法人税等調整額  △574  84  △658  

 少数株主利益 又は少数株主損失（△）  13  △8  22  

 当期純利益      又は当期純損失(△)  4,191 7.5 △337 △0.7 4,529 － 
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（３）連結剰余金計算書                             （単位：百万円） 

当連結会計年度 前連結会計年度 
科目 

 自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日   自 平成16年4月 1日 

至 平成17年3月31日  
 （資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   944  944 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   944  944 

       

 （利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   7,304  8,232 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

1 当期純利益  4,191 4,191 － － 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

1 配当金  511  512  

2 役員賞与  62  78  

 （うち監査役賞与）  (3)  (3)  

3 当期純損失  － 574 337 927 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   10,921  7,304 
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（４）連結キャッシュ･フロー計算書                     （単位：百万円） 
当連結会計年度 前連結会計年度 

科目 自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

増減 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ･フロー     
 税金等調整前当期純利益(損失：△)  7,454 △18 7,472 
 減価償却費  711 739 △28 
 賞与引当金の増減額(減少：△)  718 131 586 
 退職給付引当金の増減額(減少：△)  350 291 58 
 役員退任慰労引当金の増減額(減少:△)  52 21 30 
 貸倒引当金の増減額(減少：△)  △56 △55 △1 
 連結調整勘定償却額  － 289 △289 
 投資有価証券売却益  － △6 6 
 有形固定資産売却益  △108 △27 △81 
 有形固定資産売却損  23 5,613 △5,590 
 受取利息及び受取配当金  △16 △19 2 
 支払利息  122 127 △5 
 売上債権の増減額(増加：△)  △96 98 △195 
 たな卸資産の増減額(増加：△)  64 △876 940 
 立替金の増減額(増加：△)  1,241 △2,521 3,762 
 買掛金の増減額(減少：△)  △0 △222 221 
 未払金の増減額(減少：△)  △199 794 △994 
 前受金の増減額(減少：△)  339 △691 1,030 
 預り金の増減額(減少：△)  2,489 636 1,853 
 未払消費税等の増減額(減少：△)  △14 53 △67 
 役員賞与の支払額  △62 △78 15 
 受託預り金の増減額(減少：△)  8,269 13,769 △5,500 
 その他  184 970 △785 
 小計  21,466 19,023 2,443 
 利息及び配当金の受取額  13 17 △3 
 利息の支払額  △125 △134 9 
 法人税等の支払額  △127 △1,316 1,189 
 営業活動によるキャッシュ･フロー  21,226 17,588 3,637 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー     
 有価証券の償還による収入  360 350 10 
 有形固定資産の取得による支出  △1,000 △2,186 1,186 
 有形固定資産の売却による収入  511 446 64 
 無形固定資産の取得による支出  △402 △380 △22 
 投資有価証券の取得による支出  △356 △326 △30 
 投資有価証券の売却による収入  － 17 △17 
 投資有価証券の出資返還による収入  1,012 － 1,012 
 新規連結子会社の取得による収入  － 67 △67 
 出資による支出  △3 △1,689 1,686 
 出資の回収による収入  150 524 △373 
 その他  △21 27 △49 
 投資活動によるキャッシュ･フロー  249 △3,150 3,399 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー     
 短期借入金の増減額(減少：△)  △1,230 △1,600 370 
 長期借入れによる収入  － 5,750 △5,750 
 長期借入金の返済による支出  △2,548 △3,105 556 
 配当金の支払額  △511 △512 0 
 その他  △0 △0 0 
 財務活動によるキャッシュ･フロー  △4,290 532 △4,823 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － － 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  17,184 14,970 2,213 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  29,015 14,044 14,970 
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  46,199 29,015 17,184 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
１．連結の範囲に関する事項 

    子会社は全て連結されております。 

    当該連結子会社は、テイ・エル㈱、エル・スタッフ㈱、横浜住宅販売㈱、エリアネット㈱、東急リバブル九州㈱、

東急リバブルスタッフ㈱、東急リバブル札幌㈱、リバブルアセットマネジメント㈱、リバブル・ピーエイ㈱の 9 社で

あります。 
 
２．持分法の適用に関する事項 

    該当事項はありません。 
 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

    連結子会社の事業年度末日と連結決算日は、一致しております。 
 
４．会計処理基準に関する事項 

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

    ①  有価証券 

      ａ満期保有目的の債券…………償却原価法（定額法） 

      ｂその他有価証券 

          時価のあるもの……………決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定） 

          時価のないもの……………移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証券取引法第 2 条

第 2 項により有価証券とみなされるもの）の損益のうち、当社グループに帰属す

る持分相当損益を「営業収益」又は「営業原価」に計上するとともに「投資有価

証券」を加減する処理を行っております。 

② デリバティブ…………………時価法 
③  たな卸資産 

        販売用不動産…………………個別法による原価法 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

    ①  有形固定資産 

        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、

定額法を採用しております。 

        なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、平成 10 年 3

月 31 日以前に取得した建物については、平成 10 年度税制改正前の耐用年数を適用しております。 

    ②  無形固定資産 

        定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5

年）に基づく定額法を採用しております。 

（３）重要な引当金の計上基準 

    ①  貸倒引当金 

        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

    ②  賞与引当金 

        従業員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

    ③  退職給付引当金 

        従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。 

       数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（3 年）による定額法により

発生した翌連結会計年度から費用処理しております。 
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（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 3 号 平成 17 年 3 月 16 日)

及び「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 7 号 平成 17 年 3

月 16 日)を適用しております。これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は 108 百万円増加し

ております。 

    また、従来、退職給付に係る会計基準における数理計算上の差異の償却額を発生年度から費用処理しておりま

したが、当連結会計年度より発生年度の翌連結会計年度から費用処理する方法に変更しております。この変更は、

期間損益を早期に確定し決算を迅速化することを目的としております。これにより、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は 125 百万円減少しております。なお、この数理計算上の差異は連結会計年度末において

認識されるため、変更後の方法によった場合における中間連結会計期間の損益に与える影響はありません。 

上記のそれぞれの変更がセグメント情報に与える影響は、「４．連結財務諸表等」、注記事項の①セグメント

情報に記載しております。 

 ④  役員退任慰労引当金 

         連結財務諸表提出会社は、役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しており

ます。 
 
（４）重要なリース取引の処理方法 

      リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

（５）重要なヘッジ会計の方法 

   ① ヘッジ会計の方法 

    金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
（ヘッジ手段）   （ヘッジ対象） 

     金利スワップ    借入金の利息 

  ③ ヘッジ方針 

    当社グル－プでは、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

    金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。 

（６）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

        税抜方式としております。なお、資産等に係る控除対象外の消費税及び地方消費税は、発生した連結会計年度

の期間費用としております。 

 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

    連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 

    

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

    連結調整勘定はありません。 

 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

    連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分又は損失処理について、連結会計年度中に確定した利益処分又は損失処

理に基づいて作成しております。 

 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

    連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び

取得から 3 ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない短期的な投資からなっております。 

 
（表示方法の変更） 

  前連結会計年度において、独立科目で区分掲記していた「貸倒引当金繰入額」（当連結会計年度 0百万円）は、営

業外費用総額の 100 分の 10 以下であるため、営業外費用の「その他」に含めております。 
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注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度 
平成18年3月31日現在 

前連結会計年度 
平成17年3月31日現在 

※1．担保資産 ※1．担保資産 

(1) 有価証券                         30百万円 
投資有価証券                    716 
差入保証金敷金          20 

     宅地建物取引業法及び信託業法に基づく営業保証
金として供託しているものであります。 
(2) 建物及び構築物         803百万円 
土地              1,069 
（対応する債務） 
短期借入金           400百万円 
なお、上記の建物及び構築物、土地については、根
抵当権（極度額900百万円）が設定されております。 

(1) 有価証券                         370百万円 
投資有価証券                     371 
差入保証金敷金          10 

     宅地建物取引業法に基づく営業保証金として供託
しているものであります。 
(2) 建物及び構築物         835百万円 

土地              1,069 
（対応する債務） 
長期借入金                     900百万円 
なお、上記の建物及び構築物、土地については、根
抵当権（極度額900百万円）が設定されております。 

2．保証債務          （単位：百万円） 2．保証債務          （単位：百万円） 

 被保証者 保証金額 保証債務の内容   被保証者 保証金額 保証債務の内容  

 
住宅ローン 
利用顧客 

68 住宅ローンの保証   
住宅ローン 
利用顧客 

210 住宅ローンの保証  

 
つなぎ住宅ロ 
ーン利用顧客 

1,543 
つなぎ住宅ローン
の保証 

  
つなぎ住宅ロ 
ーン利用顧客 

2,149 
つなぎ住宅ローン
の保証 

 

 合計 1,611 ―   合計 2,359 ―  

  
※3．当社の発行済株式総数は、普通株式16,000千株であ
ります。 

※3．当社の発行済株式総数は、普通株式16,000千株であ
ります。 

※4．連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の
数は、以下のとおりであります。 

   普通株式            204株 

※4．連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の
数は、以下のとおりであります。 

   普通株式            154株 

※5．有形固定資産の減価償却累計額  3,013百万円 ※5．有形固定資産の減価償却累計額  2,695百万円 

※6．短期貸付金は現先取引によるものであります。 
   この取引による担保受入金融資産（債券）の期末時
価は10,097百万円であります。 

※6.        ―――――   
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（連結損益計算書関係） 
当連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

前連結会計年度 
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 

※1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 

   給料手当賞与 922百万円     給料手当賞与 818百万円   

   賞与引当金繰入額 131     賞与引当金繰入額 118   

   退職給付費用 20     退職給付費用 25   

   役員退任慰労引当金繰入額 52     役員退任慰労引当金繰入額 60   

   宣伝販促費 419     減価償却費 297   

   減価償却費 231     貸倒引当金繰入額 5   

   貸倒引当金繰入額 2         

※2. 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※2. 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

   建物及び構築物 108百万円     建物及び構築物 27百万円   

※3. 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※3. 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

   土地 23百万円     建物及び構築物 497百万円   

         土地 5,113   

         その他 2   

        合計 5,613百万円   

※4.        ―――――   
 
 

※4.  本社移転費用 
    平成16年5月に、渋谷区桜丘町より同区道玄坂一丁

目に本社を移転したことに伴う費用であります。 

 
 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当連結会計年度 
自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

前連結会計年度 
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

   現金及び預金勘定 36,101百万円     現金及び預金勘定 29,015百万円   

   有価証券勘定 30     有価証券勘定 390   

   短期貸付金（現先）勘定 10,098       

       
取得日から償還日までの期
間が3ヶ月を超える債券等 

△390 
  

   
取得日から償還日までの期
間が3ヶ月を超える債券等 

△30 
    現金及び現金同等物 29,015百万円   

   現金及び現金同等物 46,199百万円        
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① セグメント情報 
  １．事業の種類別セグメント情報 

    当連結会計年度（自 平成 17 年 4 月 1 日  至 平成 18 年 3 月 31 日） （単位：百万円）

 仲介 販売受託 賃貸 不動産販売 その他 計 消去又は 
全社 連結 

Ⅰ 営業収益及び営業損益         

 営業収益         

(1) 外部顧客に対する 営業収益 34,436 6,253 7,198 7,388 631 55,910 － 55,910 

(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高 57 15 16 － 0 90 (90) － 

計 34,494 6,269 7,215 7,388 632 56,000 (90) 55,910  

 営業費用 26,468 5,264 6,070 6,675 300 44,778 3,763 48,542 

 営業利益 8,026 1,005 1,144 713 332 11,222 (3,854) 7,368 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出         

 資産 8,540 4,789 10,505 7,519 802 32,157 50,409 82,566 

 減価償却費 249 40 226 2 0 519 230 749 

 資本的支出 470 46 598 － － 1,115 288 1,403 

  （注）１．事業区分の方法 

              役務提供の形態別区分によっております。 

        ２．各事業区分の主な内容 

              仲介：不動産の仲介及び不動産の仲介に附帯する業務 

              販売受託：不動産の販売受託及び不動産の販売受託に附帯する業務 

              賃貸：不動産の賃貸及び不動産の賃貸に附帯する業務 

              不動産販売：買取物件再販売業務、その他不動産の販売等 

その他：ＳＰＣ投資等の不動産証券化業務、保険代理業務等 

        ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 3,845 百万円であり、その主な

ものは、当社の総務・経理部門等に係る費用であります。 

        ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 50,409 百万円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金、有価証券及び短期貸付金（現先））、長期投資資金（投資有価証券及びその他

の投資）及び管理部門に係る資産等であります。 

        ５．連結財務諸表のための基本となる重要な事項の「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、当連

結会計年度より「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 3 号 平成 17 年 3 月 16 日)

及び「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 7号 平成 17

年 3 月 16 日)を適用しております。 

       この変更に伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合に比べ、「仲介」については 82 百万円、「販

売受託」は 13 百万円、「賃貸」は 6百万円、「不動産販売」は 1百万円、「その他」は 0百万円、「消去

又は全社」は 4百万円、それぞれ営業利益が増加しております。 

       また、従来、退職給付に係る会計基準における数理計算上の差異の償却額を発生年度から費用処理して

おりましたが、当連結会計年度より発生年度の翌連結会計年度から費用処理する方法に変更しております。 

       この変更に伴い、「仲介」については 95 百万円、「販売受託」は 15 百万円、「賃貸」は 7百万円、「不

動産販売」は 2 百万円、「その他」は 0 百万円、「消去又は全社」は 5 百万円、それぞれ営業利益が減少

しております。 
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    前連結会計年度（自 平成 16 年 4 月 1 日  至 平成 17 年 3 月 31 日） （単位：百万円）

 仲介 販売受託 賃貸 不動産販売 その他 計 消去又は 
全社 連結 

Ⅰ 営業収益及び営業損益         

 営業収益         

(1) 外部顧客に対する 営業収益 29,387 7,124 5,611 6,578 432 49,133 － 49,133 

(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高 27 0 17 28 － 73 (73) － 

計 29,414 7,124 5,628 6,607 432 49,207 (73) 49,133  

 営業費用 22,807 5,559 4,997 5,847 639 39,851 3,544 43,396 

 営業利益又は 
営業損失（△） 6,606 1,565 631 759 △207 9,355 (3,618) 5,737 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出         

 資産 5,582 5,653 10,845 7,617 2,212 31,911 34,825 66,736 

 減価償却費 198 31 249 1 1 482 297 779 

 資本的支出 490 27 1,524 － － 2,043 524 2,567 

  （注）１．事業区分の方法 

              役務提供の形態別区分によっております。 

        ２．各事業区分の主な内容 

              仲介：不動産の仲介及び不動産の仲介に附帯する業務 

              販売受託：不動産の販売受託及び不動産の販売受託に附帯する業務 

              賃貸：不動産の賃貸及び不動産の賃貸に附帯する業務 

              不動産販売：買取物件再販売業務、その他不動産の販売等 

その他：ＳＰＣ投資等の不動産証券化業務、保険代理業務等 

        ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 3,609 百万円であり、その主な

ものは、当社の総務・経理部門等に係る費用であります。 

        ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は 34,825 百万円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券及びその他の投資）及び管理部門

に係る資産等であります。 

 

 

  ２．所在地別セグメント情報 

      当連結会計年度（自 平成 17 年 4 月 1 日  至 平成 18 年 3 月 31 日） 

      本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載しておりません。 

 

      前連結会計年度（自 平成 16 年 4 月 1 日  至 平成 17 年 3 月 31 日） 

      本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載しておりません。 

 

  ３．海外営業収益 

      当連結会計年度（自 平成 17 年 4 月 1 日  至 平成 18 年 3 月 31 日） 

      海外営業収益がないため、該当事項はありません。 

 

      前連結会計年度（自 平成 16 年 4 月 1 日  至 平成 17 年 3 月 31 日） 

      海外営業収益がないため、該当事項はありません。 
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② リース取引 
    有価証券報告書について EDINET により開示を行うため記載を省略しております。 

 
 
③ 関連当事者との取引 
当連結会計年度（自 平成 17 年 4 月 1 日  至 平成 18 年 3 月 31 日） 

１．親会社及び法人主要株主等                                                         （単位：百万円） 
関係内容 

属性 会社等 の名称 住所 資本金又 
は出資金 

事業の 
内容 

又は職業 

議決権等 
の所有又は 
被所有割合 役員の 

兼任等 
事業上 
の関係 

取引の 
内容 取引金額 科目 期末残高 

立替金 849 

前受金 415 親会社 東急不動産㈱ 
東京都
渋谷区 57,499 不動産業 直接 50.0% 間接 2.8% 兼任 5名 

同社が分譲
する住宅等
の販売受託
等 

住 宅 等
の 販 売
受 託 等 

2,473 

受託 
預り金 375 

立替金 505 

前受金 103 
その他
の関係
会社 

東京急行 
電鉄㈱ 

東京都
渋谷区 110,608 鉄軌道事業等 

直接  5.0% 
間接  なし 兼任 3名 

同社が分譲
する住宅等
の販売受託
等 

住 宅 等
の 販 売
受 託 等 

846 

受託 
預り金 1,270 

  （注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
        ２．東急不動産㈱の被間接所有の内訳は、同社の子会社である㈱東急コミュニティ－1.3％、㈱東急ハンズ 1.3％、 

東急ホ－ム㈱0.3％であります。 
        ３．取引条件ないし取引条件の決定方針等 
            住宅等の販売受託等については、「基本協定書」の定めによるほか市場動向、市場価格等を勘案の上、一般取引先の

条件と同様に決定しております。 
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④ 税効果会計 
当連結会計年度 

平成18年3月31日現在 
前連結会計年度 

平成17年3月31日現在 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

 （繰延税金資産）  （繰延税金資産） 

  前受斡旋手数料 302百万円    前受斡旋手数料 373百万円  

  貸倒引当金繰入限度超過額 20    貸倒引当金繰入限度超過額 64  

  たな卸資産評価損 95    たな卸資産評価損 98  

  賞与引当金 1,216    賞与引当金 920  

  未払事業税 288    退職給付引当金繰入限度超過額 1,016  

  退職給付引当金繰入限度超過額 1,173    役員退任慰労引当金 123  

  役員退任慰労引当金 144    連結子会社の繰越欠損金 56  

  連結子会社の繰越欠損金 64    未実現利益 127  

  未実現利益 126    その他 210  

  その他 235    繰延税金資産小計 2,990百万円  

  繰延税金資産小計 3,667百万円    評価性引当額 △107  

  評価性引当額 △131    繰延税金資産合計 2,882百万円
1,938,54千円

 

  繰延税金資産合計 3,536百万円
1,938,54千円 

   
 
  

 （繰延税金負債）   （繰延税金負債） 
 

 

  前払年金費用 △79    その他有価証券評価差額金 △223  

  その他有価証券評価差額金 △515    
 
繰延税金負債合計 △223百万円  

  繰延税金負債合計 △595百万円    繰延税金資産の純額 2,658百万円  

  繰延税金資産の純額 2,941百万円      

         

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった項目別の内訳 

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  法定実効税率 40.6％   

 （調整）    

税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載
しておりません。 

  
交際費等永久に損金に算入 
されない項目 

2.2      

  住民税均等割 0.7      

  評価性引当額 0.3      

  ＩＴ投資促進税制 △0.3      

  その他 0.1      

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.6％      
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⑤ 有価証券 
１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

                                                                                        （単位：百万円） 

当連結会計年度 前連結会計年度 
平成 18 年 3 月 31 日現在 平成 17 年 3 月 31 日現在 

区分 
連結決算日にお
ける連結貸借対
照表計上額 

連結決算日に
おける時価 

差額 
連結決算日にお
ける連結貸借対
照表計上額 

連結決算日に
おける時価 

差額 

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの 

－ － － 371 373 1 

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの 

751 736 △15 390 389 △0 

合計 751 736 △15 762 763 1 

 

  ２．その他有価証券で時価のあるもの 

                                                                                        （単位：百万円） 

当連結会計年度 前連結会計年度 
平成 18 年 3 月 31 日現在 平成 17 年 3 月 31 日現在 

区分 

取得原価 
連結決算日にお
ける連結貸借対
照表計上額 

差額 取得原価 
連結決算日にお
ける連結貸借対
照表計上額 

差額 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

      

  株式 445 1,716 1,270 445 997 551 

小計 445 1,716 1,270 445 997 551 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

      

  株式 － － － － － － 

小計 － － － － － － 

合計 445 1,716 1,270 445 997 551 

 

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

当連結会計年度（自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日） 

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

  ４．時価評価されていない主な有価証券 

                                                                            （単位：百万円） 

当連結会計年度 前連結会計年度 
区分 

平成 18 年 3 月 31 日現在 平成 17 年 3 月 31 日現在 

その他有価証券   

      非上場株式 304 304 

      匿名組合出資金 647 1,856 

      利付少人数私募債 10 － 

合計 961 2,161 
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５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

当連結会計年度（平成 18 年 3 月 31 日現在） 

                                                                            （単位：百万円） 

区分 1 年以内 1 年超 5 年以内 

  債券   

国債・地方債等 30 721 

利付少人数私募債 － 10 

合計 30 731 

 

前連結会計年度（平成 17 年 3 月 31 日現在） 

                                                                            （単位：百万円） 

区分 1 年以内 1 年超 5 年以内 

  債券   

国債・地方債等 390 371 

 

（注）その他有価証券で時価のある株式の減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ、

50％以上下落した場合には減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性

などを考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。 

 

 

         

⑥ デリバティブ取引 
    有価証券報告書について EDINET により開示を行うため記載を省略しております。 
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⑦ 退職給付 
当連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

前連結会計年度 
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

1. 採用している退職給付制度の概要 
当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度

として、退職一時金制度を設けております。この他、
当社では、勤続満20年以上の定年退職者に対して適
格退職年金制度を設けております。また、従業員の
退職等に際して割増退職金を支払う場合がありま
す。 

1. 採用している退職給付制度の概要 
同左 

2. 退職給付債務に関する事項 2. 退職給付債務に関する事項 

 イ．退職給付債務 △4,173百万円   イ．退職給付債務 △3,808百万円

 ロ．年金資産 1,501   ロ．年金資産 1,356 

 ハ．   小計（イ＋ロ） △2,671百万円   ハ．   小計（イ＋ロ） △2,451百万円
 ニ．未認識数理計算上の差異 △146   ニ．未認識年金資産 △326 

 ホ． 小計（ハ＋ニ） △2,818百万円   ホ．未認識数理計算上の差異 149 

 ヘ．前払年金費用 196  
 
 ヘ． 小計（ハ＋ニ＋ホ） △2,628百万円

 ト．退職給付引当金(ホ－ヘ） △3,015百万円   ト．前払年金費用 36 

    チ．退職給付引当金（ヘ－ト） △2,664百万円

（注）連結子会社においては、退職給付債務の算定
にあたり、簡便法を採用しております。 

 （注）       同左 

3. 退職給付費用に関する事項 3. 退職給付費用に関する事項 

 イ．勤務費用 419百万円   イ．勤務費用 327百万円

 ロ．利息費用 82   ロ．利息費用 76 

 ハ．期待運用収益 △40   ハ．期待運用収益 △36 

 ニ．数理計算上の差異の費用処理額 △29   ニ．過去勤務債務の費用処理額 △16 

   ホ．数理計算上の差異の費用処理額 160 
 
ホ．退職給付費用 
（イ＋ロ＋ハ＋ニ） 

430百万円
  

    
ヘ．退職給付費用 
（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 

512百万円

  （注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付
費用は、「イ．勤務費用」に計上しておりま
す。 

（注）       同左 

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 イ．退職給付見込額の期間配分方法  イ．退職給付見込額の期間配分方法 

          期間定額基準(一部ポイント基準)           期間定額基準(一部ポイント基準) 

 ロ．割引率                 2.3％  ロ．割引率                2.3％ 

 ハ．期待運用収益率           3.0％  ハ．期待運用収益率            3.0％ 

 ニ．数理計算上の差異の費用処理年数    3年  ニ．過去勤務債務の費用処理年数       3年 

 
 （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数による定額法により、発生した翌連結会
計年度から費用処理しております。） 

 
 （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数による定額法により、発生した連結会計
年度から費用処理しております。） 

   ホ．数理計算上の差異の費用処理年数     3年 

   
 （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数による定額法により、発生した連結会計
年度から費用処理しております。） 
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 ⑧１株当たり情報 
当連結会計年度 

自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

前連結会計年度 
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

１株当たり純資産額 871.87円 １株当たり純資産額 619.36円 

１株当たり当期純利益 257.84円 １株当たり当期純損失 25.01円 

（注）１．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

   ２．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、

潜在株式がないため記載しておりません。 

３．１株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

    

当連結会計年度 前連結会計年度 
 自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日 
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 4,191 △337 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） 66 62 

  （うち利益処分による役員賞与金） （66） （62） 

 普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失（△）（百万円） 

4,125 △400 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 15,999 15,999 
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５．業別営業収益の状況 
 各セグメントの営業収益には、セグメント間の内部取引高を含めております。 
 
（仲介） 

当連結会計年度 

売買仲介 賃貸仲介 合計 

仲介 
区分 

件数 
(件) 

取扱高  
（百万円） 

手数料 
(百万円)

顧客  
紹介料等 
(百万円)

収益  
(百万円)

件数 
（件）

収益  
(百万円) 

収益  
（百万円）

 首都圏 10,684 676,258 26,508 871 27,380 11,007 2,242 29,622 

 関西圏 2,521 68,947 3,012 84 3,096 760 130 3,227 

 その他の地域 1,465 32,150 1,588 32 1,620 166 24 1,644 

合計 14,670 777,355 31,109 987 32,097 11,933 2,397 34,494 

 

前連結会計年度 

売買仲介 賃貸仲介 合計 

仲介 
区分 

件数 
(件) 

取扱高  
（百万円） 

手数料 
(百万円) 

顧客  
紹介料等 
(百万円)

収益  
(百万円)

件数 
（件） 

収益  
(百万円) 

収益  
（百万円） 

 首都圏 10,343 552,142 21,877 902 22,779 10,365 2,194 24,974 

 関西圏 2,467 60,817 2,702 114 2,817 797 125 2,943 

 その他の地域 1,489 27,738 1,428 36 1,465 221 31 1,496 

合計 14,299 640,698 26,008 1,054 27,062 11,383 2,352 29,414 

 

 

（販売受託） 

 当連結会計年度   

区分 販売受託 

 件数 
(件) 

取扱高  
（百万円） 

手数料  
（百万円） 

顧客  
紹介料等 
（百万円）

収益   
（百万円）   

 首都圏 3,294 143,556 4,301 163 4,465  

 関西圏 1,646 51,510 1,551 132 1,683    

 その他の地域 141 3,409 120 － 120    

合計 5,081 198,477 5,973 296 6,269    

 

 前連結会計年度   

区分 販売受託 

 件数 
(件) 

取扱高  
（百万円） 

手数料  
（百万円） 

顧客  
紹介料等 
（百万円）

収益   
（百万円）   

 首都圏 4,017 179,547 5,167 172 5,339  

 関西圏 1,646 49,054 1,515 172 1,687    

 その他の地域 123 2,701 97 0 97    

合計 5,786 231,303 6,779 345 7,124    
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（賃貸） 

 

当連結会計年度 前連結会計年度 
区分 管理戸数 

(戸) 
管理面積 
(㎡) 

収益 
(百万円) 

管理戸数 
(戸) 

管理面積 
(㎡) 

収益 
(百万円) 

賃貸（社有）       

 住宅 501 － 944 461 － 932 

 オフィス等 － 4,659.71 345 － 8,074.41 462 

小計 501 4,659.71 1,289 461 8,074.41 1,395 

 転貸（借上）       

 住宅 3,007 － 3,523 2,494 － 2,162 

 オフィス等 － 7,808.36 476 － 8,537.57 490 

小計 3,007 7,808.36 4,000 2,494 8,537.57 2,652 

管理代行 39,472 － 1,749 32,899 － 1,410 

その他 － － 176 － － 168 

合計 － － 7,215 － － 5,628 

 

 

（不動産販売） 

 

当連結会計年度 前連結会計年度 
区分 販売戸数   

(戸･区画) 収益（百万円） 販売戸数   
(戸･区画) 収益（百万円） 

土地 36 1,394 45 2,440 

マンション 173 4,569 147 3,867 

戸建 15 727 10 270 

ビル 9 696 － 28 

合計 233 7,388 202 6,607 

 

 


