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１. 18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1)経営成績 （注）百万円単位の記載金額は、百万円未満切捨てによる。（以下同じ）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 254,019 △0.3 41,952 40.3 39,835 55.0

17年９月中間期 254,896 13.4 29,899 14.3 25,695 24.8

18年３月期 629,318 84,766 74,638

百万円 ％

18年９月中間期 28,943 75.6 32.91

17年９月中間期 16,484 － 20.06

18年３月期 29,461 35.10

(注)①期中平均株式数    18年９月中間期 879,580,598株　 17年９月中間期 821,952,131株   18年３月期 834,709,700株

    ②会計処理の方法の変更　　 無

    ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)財政状態

百万円 百万円

18年９月中間期 2,830,763 841,799 29.7 957.13

17年９月中間期 2,643,633 711,518 26.9 865.74

18年３月期 2,711,431 821,814 30.3 934.08

(注)①期末発行済株式数  18年９月中間期  879,508,158株  17年９月中間期　821,859,327株  18年３月期  879,630,690株

　　②期末自己株式数　  18年９月中間期　  1,916,569株　17年９月中間期　  1,531,057株  18年３月期　  1,794,037株

(注)17年９月中間期および18年３月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」の欄に、「株主資本比率」を

　　「自己資本比率」の欄に、「１株当たり株主資本」を「１株当たり純資産」の欄に記載しております。

２. 19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

　

百万円 百万円 百万円

通　　期 462,000 59,000 41,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   46 円 62 銭 

３．配当状況

  現金配当

18年３月期

19年３月期（実績）

19年３月期（予想） － 5.00
10.00

5.00 －

　本資料および添付資料記載の業績予想に関しましては、本資料発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与え
る不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる
結果となる可能性があります。

（注）平成18年５月23日、当社および三井不動産販売株式会社は、三井不動産販売株式会社のビル賃貸関連事業等を当社に承継する
分割契約書を締結いたしました。これに伴い、「事業分離等に関する会計基準」および「企業結合に係る会計基準」に基づき、当該
分割に伴う抱合株式消滅差益約170億円を特別利益として計上することにより、同日付で単体の当期純利益を修正いたしました。な
お、連結業績に与える影響はありません。

１株当たり純資産

％ 円　　銭

売   上   高 経　常　利　益 当　期　純　利　益

5.00

自己資本比率総  資  産 純　資　産

5.00

１株当たり配当金（円）

10.00

中間期末 期　　末 年　　間

円　　銭

経　常　利　益売   上   高 営　業　利　益

中間（当期）純利益
１ 株 当 た り 中 間
( 当 期 ) 純 利 益
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当中間会計期間末 前中間会計期間末

(平成18年３月31日) (平成18年９月30日) (平成17年９月30日)

注記
番号

(資産の部)

Ⅰ.流動資産

現金及び預金 31,852 38,463 6,611 40,045

売掛金 7,881 7,135 △ 746 7,930

販売用不動産 109,446 97,449 △ 11,997 144,962

仕掛不動産勘定 174,546 235,259 60,713 131,736

開発用土地 78,685 118,678 39,992 92,791

前渡金 24,802 33,274 8,472 20,686

短期貸付金 128,645 112,810 △ 15,835 94,524

営業出資金 84,991 99,437 14,446 104,584

繰延税金資産 39,147 39,147 － 41,558

その他の流動資産 58,909 51,929 △ 6,979 36,970

貸倒引当金 △ 16 △ 11 5 △ 322

738,892 27.3 833,574 29.4 94,681 12.8 715,471 27.1

Ⅱ.固定資産

1. 有形固定資産

建物
(※2,
※4)

352,842 333,492 △ 19,350 336,248

土地 (※4) 860,968 885,992 25,023 844,950

建設仮勘定 9,529 6,335 △ 3,194 3,874

その他の有形固定資産 (※4) 16,982 17,898 915 16,721

　 有形固定資産合計 (※1) 1,240,323 45.7 1,243,718 43.9 3,394 0.3 1,201,794 45.4

2. 無形固定資産 21,668 0.8 15,679 0.6 △ 5,988 △ 27.6 21,726 0.8

3. 投資その他の資産

投資有価証券 (※5) 227,074 224,771 △ 2,303 172,958

関係会社株式 (※4) 196,172 210,521 14,348 191,129

関係会社出資金 5 － △ 5 5

長期貸付金 8,861 4,752 △ 4,109 8,336

関係会社長期貸付金 97,358 102,786 5,428 137,377

差入敷金・保証金 184,951 188,859 3,907 196,999

その他の投資その他の資産 26,109 23,237 △ 2,872 25,531

貸倒引当金 △ 29,986 △ 17,137 12,849 △ 27,696

 　投資その他の資産合計 710,547 26.2 737,791 26.1 27,243 3.8 704,641 26.7

固定資産合計 1,972,539 72.7 1,997,188 70.6 24,649 1.2 1,928,162 72.9

2,711,431 100.0 2,830,763 100.0 119,331 4.4 2,643,633 100.0資産合計

前事業年度の要約貸借対照表

金額（百万円）

流動資産合計

区分

中間貸借対照表

金額（百万円）
構成比
（％）

増　　減

前期比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）
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注記
番号

(負債の部)

Ⅰ.流動負債

買掛金 62,879 17,303 △ 45,576 40,929

短期借入金 ( ※ 4) 183,440 259,981 76,541 209,654

コマーシャルペーパー 36,000 132,000 96,000 135,000

短期償還社債 30,000 10,000 △ 20,000 20,000

未払金 12,120 15,324 3,204 10,650

未払法人税等 9,336 8,349 △ 986 12,565

未払費用 7,468 8,246 777 7,443

前受金 33,026 57,484 24,458 43,917

預り金 147,443 104,779 △ 42,664 61,424

その他の流動負債 7,279 11,572 4,292 9,771

流動負債合計 528,995 19.5 625,042 22.1 96,046  18.2 551,358 20.9

Ⅱ.固定負債

社債 155,000 165,000 10,000 135,000

転換社債型新株予約権付社債 － － － 80,000

長期借入金 ( ※ 4) 706,363 683,819 △ 22,543 668,779

預り敷金・保証金 269,925 291,176 21,251 273,317

繰延税金負債 24,002 21,204 △ 2,797 14,719

再評価に係る繰延税金負債 163,001 163,001 － 157,995

退職給付引当金 12,675 14,513 1,838 14,043

役員退職慰労引当金 1,323 1,416 92 1,233

その他の固定負債 28,330 23,788 △ 4,541 35,668

固定負債合計 1,360,621 50.2 1,363,921 48.2 3,299  0.2 1,380,756 52.2

1,889,617 69.7 1,988,963 70.3 99,345  5.3 1,932,114 73.1

(資本の部)

Ⅰ.資本金 174,296 6.4 － － －  － 134,433 5.1

Ⅱ.資本剰余金

1. 資本準備金 248,272 － － 205,823

2. その他資本剰余金 14 － － 9

資本剰余金合計 248,286 9.1 － － －  － 205,833 7.8

Ⅲ.利益剰余金

1. 利益準備金 13,688 － － 13,688

2. 代替資産積立金 48,454 － － 48,454

3. 別途積立金 16,790 － － 16,790

4. 中間（当期）未処分利益 22,887 － － 17,051

利益剰余金合計 101,821 3.8 － － － － 95,985 3.6

Ⅳ.土地再評価差額金 237,887 8.8 － － －  － 234,857 8.9

Ⅴ.その他有価証券評価差額金 61,656 2.3 － － － － 41,967 1.6

Ⅵ.自己株式 △ 2,134 △ 0.1 － － － － △ 1,557 △ 0.1

821,814 30.3 － － －  － 711,518 26.9

2,711,431 － － －  － 2,643,633100.0 100.0

金額（百万円） 金額（百万円）

中間貸借対照表

前期比
（％）

構成比
（％）

構成比
（％）

金額（百万円）金額（百万円）
構成比
（％）

前中間会計期間末

(平成18年３月31日) (平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
増　　減

区分

負債合計

資本合計

負債・資本合計
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注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

中間貸借対照表

前期比
（％）

構成比
（％）

構成比
（％）

金額（百万円）金額（百万円）
構成比
（％）

前中間会計期間末

(平成18年３月31日) (平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
増　　減

区分

(純資産の部)

Ⅰ.株主資本

1. 資本金 － － 174,296 6.2 －  － － －

2. 資本剰余金

資本準備金 － 248,272 － －

その他資本剰余金 － 21 － －

資本剰余金合計 － － 248,294 8.8 －  － － －

3. 利益剰余金

(1)利益準備金 － 13,688 － －

(2)その他利益剰余金

代替資産積立金 － 43,592 － －

別途積立金 － 16,790 － －

繰越利益剰余金 － 5,598 － －

利益剰余金合計 － － 79,670 2.8 －  － － －

4. 自己株式 － － △ 2,451 △ 0.1 －  － － －

株主資本合計 － － 499,809 17.7 －  － － －

Ⅱ.評価・換算差額等

1. その他有価証券評価差額金 － － 57,558 2.0 －  － － －

2. 繰延ヘッジ損益 － － 14 0.0 －  － － －

3. 土 地 再 評 価 差 額 金 － － 284,417 10.0 －  － － －

評価・換算差額等合計 － － 341,990 12.0 －  － － －

－ － 841,799 29.7 －  － － －

－ － 2,830,763 －  － － －100.0

純資産合計

負債・純資産合計

－単41－



前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度の要約損益計算書

注記

番号

Ⅰ.

賃貸事業収益 128,971 50.6 134,707 53.0 5,735 4.4 258,599 41.1

分譲事業収益 102,070 40.0 95,150 37.5 △ 6,920 △ 6.8 318,679 50.6

その他の事業収益 23,854 9.4 24,161 9.5 307 1.3 52,039 8.3

　営業収益合計 254,896 254,019 △ 876 △ 0.3 629,318

Ⅱ.

賃貸事業費用 105,468 108,232 2,764 215,125

分譲事業原価 91,227 78,857 △ 12,369 264,537

その他の事業原価 12,671 12,241 △ 430 26,349

　営業原価合計 （※1） 209,367 82.1 199,330 78.5 △ 10,036 △ 4.8 506,011 80.4

45,529 17.9 54,689 21.5 9,159 20.1 123,306 19.6

Ⅲ. （※1） 15,630 6.1 12,736 5.0 △ 2,894 △ 18.5 38,539 6.1

29,899 11.8 41,952 16.5 12,053 40.3 84,766 13.5

Ⅳ.

受取利息 1,610 1,497 △ 113 3,034

受取配当金 4,090 6,041 1,950 5,288

その他 1,533 668 △ 864 2,461

  営業外収益合計 7,234 2.8 8,207 3.2 972 13.4 10,784 1.7

Ⅴ.

支払利息 6,117 6,084 △ 32 11,821

社債利息 1,598 1,785 186 3,253

コマーシャルペーパー利息 5 146 140 22

その他 （※1） 3,715 2,307 △ 1,408 5,815

  営業外費用合計 11,437 4.5 10,324 4.0 △ 1,113 △ 9.7 20,913 3.3

25,695 10.1 39,835 15.7 14,139 55.0 74,638 11.9

Ⅵ.

貸倒引当金戻入益 1,780 － △ 1,780 2,205

固定資産売却益 （※2） － 9,195 9,195 6,139

  特別利益合計 1,780 0.7 9,195 3.6 7,415 － 8,344 1.3

Ⅶ.

固定資産売却損 （※3） － 7,567 7,567 24,870

固定資産除却損 － 2,351 2,351 －

関係会社整理損 － － － 4,567

販売用不動産等評価損 － － － 4,274

  特別損失合計 － － 9,919 3.9 9,919 － 33,712 5.4

27,475 10.8 39,111 15.4 11,635 42.3 49,270 7.8

（※4） 10,991 4.3 10,168 4.0 △ 823 △ 7.5 16,600 2.6

－ － － － － － 3,208 0.5

16,484 6.5 28,943 11.4 12,458 75.6 29,461 4.7

4,841 － － 4,841

－ － － 4,109

△ 4,274 － － △ 7,305

17,051 － － 22,887

前期繰越利益

中間配当額

土地再評価差額金取崩額

中間（当期）未処分利益

　至 平成17年９月30日） 　至 平成18年９月30日） 　至 平成18年３月31日）

増　　　減（自 平成17年４月１日　 （自 平成18年４月１日　 （自 平成17年４月１日　

中間損益計算書

100.0

営業原価

営業総利益

金額(百万円)金額(百万円)区分

営業収益

金額(百万円)
(％)

経常利益

販売費及び一般管理費

営業利益

100.0 100.0

営業外収益

営業外費用

法人税等調整額

中間（当期）純利益 

特別利益

特別損失

税引前中間(当期)純利益

法人税、住民税及び事業税

(％)

百分比

(％)

百分比 百分比
前年

同期比

(％)
金額(百万円)
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当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日） （単位：百万円）

代替資産
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高 174,296 248,272 14 248,286 13,688 48,454 16,790 22,887 101,821 △ 2,134 522,269

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 （注） △ 4,398 △ 4,398 △ 4,398

役員賞与 （注） △ 167 △ 167 △ 167

代替資産積立金取崩額 （注） △ 6,586 6,586 - - 

代替資産積立金 （注） 1,723 △ 1,723 - - 

中間純利益 28,943 28,943 28,943

土地再評価差額金取崩額 △ 46,529 △ 46,529 △ 46,529

自己株式の取得 △ 325 △ 325

自己株式の処分 7 7 8 16

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計 - - 7 7 - △ 4,862 - △ 17,288 △ 22,150 △ 316 △ 22,459

平成18年９月30日　残高 174,296 248,272 21 248,294 13,688 43,592 16,790 5,598 79,670 △ 2,451 499,809

（単位：百万円）

その他
有価証券

評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

土地
再評価
差額金

評価・
換算

差額等
合計

平成18年３月31日　残高 61,656 - 237,887 299,544 821,814

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 （注） △ 4,398

役員賞与 （注） △ 167

代替資産積立金取崩額 （注） - 

代替資産積立金 （注） - 

中間純利益 28,943

土地再評価差額金取崩額 △ 46,529

自己株式の取得 △ 325

自己株式の処分 16

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額（純額）

△ 4,098 14 46,529 42,445 42,445

中間会計期間中の変動額合計 △ 4,098 14 46,529 42,445 19,985

平成18年９月30日　残高 57,558 14 284,417 341,990 841,799

（注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目です。

資本
剰余金
合計

純資産
合計

資本剰余金

資本
準備金

その他
資本

剰余金

評価・換算差額等

中間株主資本等変動計算書

株主資本

資本金

利益剰余金

その他利益剰余金

利益
準備金

利益
剰余金
合計

自己
株式

株主
資本
合計
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〔中間財務諸表作成の基本となる重要な事項〕 

１． 有価証券のうち、子会社株式および関連会社株式については、移動平均法による原価法により評価し

ています。その他有価証券については、時価のある株式は中間期末前１ヶ月の市場価格の平均に基づく

時価法により、時価のある債券は中間期末日の市場価格に基づく時価法により、時価のあるその他有価

証券は中間期末前１ヶ月の市場価格の平均に基づく時価法により評価しています。また、時価のないも

のは移動平均法による原価法により評価しています。評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定しています。 

２． デリバティブ等の評価基準および評価方法は時価法によります。 

３．  たな卸資産は、個別法による原価法により評価しています。 

４． 

 

固定資産の減価償却の方法は、有形固定資産の建物（建物附属設備を除く）のうち、オフィス用建物

および平成10年４月１日以降取得の商業用、住宅用およびその他の建物については定額法、その他の有

形固定資産については定率法、無形固定資産（自社利用のソフトウェアを除く）については定額法を採

用しています。 

 また、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

を採用しています。 

 なお、事業用定期借地権を設定し賃借した土地にある建物については、残存価額を０円として使用期

限を耐用年数とした定額法を採用しています。 

５． 社債発行費は、支出時に全額費用として処理しています。 

  

６．  貸倒引当金は、売掛金、貸付金等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

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

います。 

７． 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しています。 

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(10年)による定額法

により翌事業年度から費用処理することとしています。 

８． 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく中間期末退職慰労金要支

給額を計上しています。 

９．  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います。 

10. 長期大型（工期24ヶ月以上かつ請負金額50億円以上）の工事に係る収益の計上については工事進行基

準を適用し、その他の工事については工事完成基準を適用しています。 

  

11． ヘッジ会計（主として借入金および社債を対象とする金利スワップをヘッジ手段とする）の方法は、

繰延ヘッジ処理を採用しています。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ものについ

ては特例処理を採用しています。金利スワップは、金利変動による借入金および社債の時価変動リスク

およびキャッシュ・フロー変動リスクをヘッジする目的で行っています。 

12． 投資有価証券に計上されている不動産流動化関連事業に係る匿名組合出資金および優先出資証券の配

当は営業損益に計上しています。 

13. 消費税および地方消費税の処理については、税抜方式を採用しています。 

なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他の流動負債」に計上して

います。 

また、控除対象外消費税等は、中間会計期間を一事業年度とみなして、中間会計期間末時点の実績に

より、固定資産に係わるものは投資その他の資産の「その他の投資その他の資産」に計上し（５年償却）、

それ以外は発生年度の期間費用としています。 
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〔会計処理の変更〕 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しています。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は、841,785百万円です。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規則の改正に伴い、改正

後の中間財務諸表等規則により作成しています。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用していま

す。 

 これにより営業利益、経常利益および税引前中間純利益は、それぞれ83百万円減少しています。 
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〔中間貸借対照表に関する注記事項〕                           （単位：百万円） 

 
前事業年度末 

(平成18年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

１．有形固定資産の減価償却累計額 313,293 297,648 335,336 

２．国庫等補助金受入による圧縮記帳累計額 605 605 607 

３．偶発債務         

英国三井不動産㈱ 15,484(借入保証) 16,288(借入保証) 15,142(借入保証) 

㈱アルパーク 11,904(借入保証) 10,021(借入保証) 13,998(借入保証) 

大崎新都心ビル㈱ － － 12,599(借入保証) 

大崎プロパティ㈱ － － 12,156(借入保証) 

三井不動産アメリカ㈱ 2,000(借入保証) 2,000(借入保証) 2,000(借入保証) 

その他 1,317(借入保証・2件)   11(借入保証・1件) 1,388(借入保証・1件) 

保証債務 

および 

保証予約 

計 30,706 28,321 57,285 

 

 保証金額には保証債務およ

び保証予約が含まれてお

り、保証予約の残高は合計2

8,084百万円です。 

他に住宅ローン保証債務1,

149百万円、住宅ローン保証

予約29,584百万円がありま

す。住宅ローン保証予約に

は三井不動産ローン保証㈱

の保証債務に対する共同保

証予約が含まれており、そ

の残高は29,333百万円で

す。 

保証金額には保証債務およ

び保証予約が含まれてお

り、保証予約の残高は合計2

7,040百万円です。 

他に住宅ローン保証債務1,

161百万円、住宅ローン保証

予約19,663百万円がありま

す。住宅ローン保証予約に

は三井不動産ローン保証㈱

の保証債務に対する共同保

証予約が含まれており、そ

の残高は19,426百万円で

す。 

保証金額には保証債務およ

び保証予約が含まれてお

り、保証予約の残高は合計2

9,800百万円です。 

他に住宅ローン保証債務1,

203百万円、住宅ローン保証

予約31,646百万円がありま

す。住宅ローン保証予約に

は三井不動産ローン保証㈱

の保証債務に対する共同保

証予約が含まれており、そ

の残高は31,374百万円で

す。 

４．担保資産および担保付債務    

土  地 

建  物 

工具・器具・備品 

構 築 物 

関係会社株式 

機械装置 

8,214 

6,803 

58 

51 

8 

0 

8,214 

6,605 

51 

48 

8 

0 

5,531 

5,737 

48 

43 

5 

0 

担保資産 

計 15,136 14,929 11,367 

短期借入金 

長期借入金 

11 

321 

11 

315 

11 

327 

  

担保付債務 

計 333 327 339 

５．投資有価証券に含まれる不動産流動化関連事業を目的とした匿名組合出資金および特定目的会社への優先出資証券

 投資有価証券 37,066 38,091 30,714 
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〔中間損益計算書に関する注記事項〕 

 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日  

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

   至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

有形固定資産 10,549 11,386 22,672 

無形固定資産 591 634 1,216 １．減価償却費 

計 11,141 12,020 23,889 

土地等 － 5,223 5,598 

建物等 － 3,971 541 

２．特別利益に含

まれる固定資産売

却益 計 － 9,195 6,139 

土地等 － 6,336 4,733 

建物等 － 1,230 20,137 

３．特別損失に含

まれる固定資産売

却損 計 － 7,567 24,870 

 

４. 法人税等の表示方法 

当中間会計期間および前中間会計期間については、税効果会計の適用にあたり「簡便法」を採用しており、法人

税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて記載しています。 

 

〔中間株主資本等変動計算書に関する注記事項〕 

１． 当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類および株式数に関する事項 

 

前事業年度末 

株式数（千株） 

当中間会計期間 

増加株式数（千株） 

当中間会計期間 

減少株式数（千株） 

当中間会計期間末 

株式数（千株） 

自己株式   

普通株式 1,794 129 6 1,916

(注) １．普通株式の自己株式の株式数の増加129千株は、単元未満株式の買取りによる増加です。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少６千株は、単元未満株式の売却による減少です。 

 

〔リース取引関係〕 

半期報告書においてＥＤＩＮＥＴによる開示を行っているため記載を省略しています。 
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［有価証券関係］ 
Ⅰ．前中間会計期間末(平成 17 年９月 30 日現在) 

 
子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの （単位：百万円） 

 中間貸借対照表計上額 時 価 差 額 

 子 会 社 株 式 9,999 23,384 13,385 

 関連会社株式 6,714 108,374 101,659 

 合 計 16,713 131,758 115,045 

 

 
Ⅱ．当中間会計期間末(平成 18 年９月 30 日現在) 

 
子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの （単位：百万円） 

 中間貸借対照表計上額 時 価 差 額 

 子 会 社 株 式 9,999 33,216 23,217 

 関連会社株式 8,699 111,038 102,338 

 合 計 18,698 144,255 125,556 

 

 
Ⅲ．前事業年度末(平成 18 年３月 31 日現在) 

 
子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの （単位：百万円） 

 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 差 額 

 子 会 社 株 式 9,999 32,087 22,088 

 関連会社株式 6,714 114,077 107,362 

 合 計 16,713 146,165 129,451 
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〔１株当たり情報〕 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 

865円74銭 

１株当たり中間純利益金額 

20円06銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利
益金額 

18円77銭 
  

 
１株当たり純資産額 

957円13銭 

１株当たり中間純利益金額 

32円91銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利
益金額 

－ 
  

 
１株当たり純資産額 

934円08銭 

１株当たり当期純利益金額 

35円10銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額 

－ 
  

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりです。なお、当中間会計期間および前事業年度の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金

額につきましては、潜在株式が存在していないため記載していません。 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 16,484 28,943 29,461 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 167 

（うち利益処分による役員賞与金

（百万円）） 
(－) (－) (167) 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円） 

16,484 28,943 29,294 

普通株式の期中平均株式数（千株） 821,952 879,580 834,709 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額  

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － － 

普通株式増加数（千株） 56,140 － － 

（うち転換社債型新株予約権付社債

（千株）） 
(56,140) (－) （－) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

────── ────── ────── 

 

－単49－ 



〔重要な後発事象〕 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（住宅分譲事業再編に関する会社分割の

実施) 

 当社グループにおける住宅分譲事業を

製販一体で推進するため、三井不動産販

売㈱および三井不動産レジデンシャル㈱

との間で、平成18年５月23日付会社分割

契約に基づく会社分割を実施しました。

 会社分割の概要は、以下のとおりで

す。 

① 分割の日程 

効力発生日 平成18年10月１日 

② 分割方式 

当社および三井不動産販売㈱を分割会

社とし、三井不動産レジデンシャル㈱

を承継会社とする吸収分割です。 

なお、分割会社である当社にとって、

本件分割は会社法第784条第3項に定め

る簡易吸収分割の要件を充足するもの

であり、会社法第783条第1項に定める

株主総会の承認を得ることなく行った

ものです。 

③ 株式の割当 

当社に、三井不動産レジデンシャル㈱

の株式996,000株を割当交付しまし

た。三井不動産販売㈱に、三井不動産

レジデンシャル㈱の株式2,000株を割

当交付しました。なお、三井不動産販

売㈱は、その割当交付された株式を当

社に剰余金として配当する予定です。

④ 資本の額 

当該分割により、当社の資本の額に変

更はありません。 

⑤ 承継会社が承継した権利義務 

当社および三井不動産販売㈱の住宅分

譲事業と住宅販売受託事業および当該

事業に付随する一切の事業および付随

する一切の権利義務を承継しました。

ただし、雇用契約は承継しておりませ

ん。 

なお、承継した権利義務については、

免責的債務引受の方法によっておりま

す。 

（住宅分譲事業再編に関する分割契約書

締結） 

 当社グループにおける住宅分譲事業を

製販一体で推進するため、三井不動産販

売㈱および三井不動産レジデンシャル㈱

との間で、会社分割契約を締結しまし

た。 

 会社分割の概要は、以下のとおりで

す。 

① 分割の日程 

分割契約書締結日 

平成18年５月23日 

効力発生日   

  平成18年10月１日（予定） 

② 分割方式 

当社および三井不動産販売㈱を分割会

社とし、三井不動産レジデンシャル㈱

を承継会社とする吸収分割です。 

なお、分割会社である当社にとって、

本件分割は会社法第784条第3項に定め

る簡易吸収分割の要件を充足するもの

であり、会社法第783条第1項に定める

株主総会の承認を得ることなく行うも

のです。 

③ 株式の割当 

当社に、三井不動産レジデンシャル㈱

の株式996,000株を割当交付します。

三井不動産販売㈱に、三井不動産レジ

デンシャル㈱の株式2,000株を割当交

付します。なお、三井不動産販売㈱

は、その割当交付された株式を当社に

剰余金として配当する予定です。 

④ 資本の額 

当該分割により、当社の資本の額に変

更はありません。 

⑤ 承継会社が承継する権利義務 

当社および三井不動産販売㈱の住宅分

譲事業と住宅販売受託事業および当該

事業に付随する一切の事業および付随

する一切の権利義務を承継します。た

だし、雇用契約は承継しません。 

なお、承継する権利義務については、

免責的債務引受の方法によるものとし

ます。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 債務履行の見込み 

当該分割後の当社、三井不動産販売㈱

および三井不動産レジデンシャル㈱の

負担すべき債務につきましては、履行

期における履行の確実性に問題はない

ものと判断しております。 

⑦ 分割した資産および負債の額 

(平成18年９月30日現在)

当社の分割部門   （単位：百万円）

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 365,788 流動負債 210,560

固定資産 7,648 固定負債 105,038

合計 373,436 合計 315,599

三井不動産販売㈱の分割部門 

（単位：百万円）

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 27,596 流動負債 28,844

固定資産 1,347 固定負債 －

合計 28,944 合計 28,844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三井不動産販売㈱のビル賃貸関連事業

等に関する会社分割の実施） 

 三井不動産販売㈱の事業領域を更なる

成長が期待される不動産流通事業へ特化

するとともに、当社へのビル賃貸事業の

集約を図るため、当社および三井不動産

販売㈱との間で、平成18年５月23日付会

社分割契約に基づく会社分割を実施しま

した。 

 会社分割の概要は、以下のとおりで

す。 

① 分割の日程 

効力発生日  平成18年10月１日 

 

⑥ 債務履行の見込み 

当該分割後の当社、三井不動産販売㈱

および三井不動産レジデンシャル㈱の

負担すべき債務につきましては、履行

期における履行の確実性に問題はない

ものと判断しております。 

⑦ 新たに就任する役員 

承継会社に新たに就任する役員は未定

です。 

⑧ 分割する資産および負債の額 

(平成18年３月31日現在)

当社の分割部門   （単位：百万円）

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 296,366 流動負債 149,760

固定資産 6,650 固定負債 95,757

合計 303,016 合計 245,518

三井不動産販売㈱の分割部門 

（単位：百万円）

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 47,514 流動負債 48,903

固定資産 1,488 固定負債 －

合計 49,003 合計 48,903

 

 

 

 

 

 

（三井不動産販売㈱のビル賃貸関連事業

等に関する分割契約書締結） 

 三井不動産販売㈱の事業領域を更なる

成長が期待される不動産流通事業へ特化

するとともに、当社へのビル賃貸事業の

集約を図るため、当社および三井不動産

販売㈱との間で、会社分割契約を締結し

ました。 

 会社分割の概要は、以下のとおりで

す。 

① 分割の日程 

分割契約書締結日 

平成18年５月23日 

効力発生日 

平成18年10月１日（予定） 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

────── 

 

 

 

② 分割方式 

当社を承継会社とし、三井不動産販売

㈱を分割会社とする吸収分割です。 

なお、承継会社である当社にとって、

本件分割は会社法第796条第3項に定め

る簡易吸収分割の要件を充足するもの

であり、会社法第795条第1項に定める

株主総会の承認を得ることなく行った

ものです。 

また、分割会社である三井不動産販売

㈱にとって、本件分割は会社法第784

条第1項に定める略式吸収分割の要件

を充足するものであり、会社法第783

条第1項に定める株主総会の承認を得

ることなく行ったものです。 

③ 株式の割当 

当社は新たな株式を発行せず、割当交

付しません。 

④ 資本の額 

当該分割により、当社の資本の額に変

更はありません。 

⑤ 当社が承継した権利義務 

三井不動産販売㈱の資産管理部におけ

るビル賃貸関連事業等および当該事業

に付随する一切の権利義務を承継しま

した。ただし、雇用契約は承継してお

りません。 

なお、承継した権利義務については、

免責的債務引受の方法によっておりま

す。 

⑥ 債務履行の見込み 

当該分割後の当社および三井不動産販

売㈱の負担すべき債務につきまして

は、履行期における履行の確実性に問

題はないものと判断しております。 

⑦ 承継した資産および負債の額 

(平成18年９月30日現在) 

       （単位：百万円） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 4,368 流動負債 8,468

固定資産 27,311 固定負債 5,111

合計 31,679 合計 13,579
 

② 分割方式 

当社を承継会社とし、三井不動産販売

㈱を分割会社とする吸収分割です。 

なお、承継会社である当社にとって、

本件分割は会社法第796条第3項に定め

る簡易吸収分割の要件を充足するもの

であり、会社法第795条第1項に定める

株主総会の承認を得ることなく行うも

のです。 

また、分割会社である三井不動産販売

㈱にとって、本件分割は会社法第784

条第1項に定める略式吸収分割の要件

を充足するものであり、会社法第783

条第1項に定める株主総会の承認を得

ることなく行うものです。 

③ 株式の割当 

当社は新たな株式を発行せず、割当交

付しません。 

④ 資本の額 

当該分割により、当社の資本の額に変

更はありません。 

⑤ 当社が承継する権利義務 

三井不動産販売㈱の資産管理部におけ

るビル賃貸関連事業等および当該事業

に付随する一切の権利義務を承継しま

す。ただし、雇用契約は承継しませ

ん。 

なお、承継する権利義務については、

免責的債務引受の方法によるものとし

ます。 

⑥ 債務履行の見込み 

当該分割後の当社および三井不動産販

売㈱の負担すべき債務につきまして

は、履行期における履行の確実性に問

題はないものと判断しております。 

⑦ 承継する資産および負債の額 

(平成18年３月31日現在) 

       （単位：百万円） 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額

流動資産 4,212 流動負債 10,133

固定資産 27,134 固定負債 3,112

合計 31,346 合計 13,246
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

────── 

 

 

 

⑧ 平成19年３月期の業績に与える影響

「事業分離等に関する会計基準」およ

び「企業結合に係る会計基準」の適用

により、当該分割に伴う抱合株式消滅

差益約170億円を特別利益として計上

する見込みです。 

⑧ 平成19年３月期の業績に与える影響

「事業分離等に関する会計基準」およ

び「企業結合に係る会計基準」の適用

により、当該分割に伴う抱合株式消滅

差益約170億円を特別利益として計上

する見込みです。 
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