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１．平成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）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9月中間期 210,137 2.7 56,821 16.9 50,357 21.2

17年9月中間期 204,589 28.7 48,594 59.5 41,533 91.7

18年3月期 465,557 94,611 79,494

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 23,320 6.6 16 99

17年9月中間期 21,872 304.5 16 86

18年3月期 40,307 30 76

（注）①期中平均株式数 18年9月中間期 1,372,252,110株 17年9月中間期 1,297,369,288株 18年3月期 1,310,352,562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であります。

(2）財政状態 （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。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年9月中間期 2,810,410 1,105,119 39.3 800 30

17年9月中間期 2,753,740 960,167 34.9 740 08

18年3月期 2,928,705 1,096,807 37.5 800 89

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 1,380,774,302株 17年9月中間期 1,297,379,496株 18年3月期 1,369,487,522株

②期末自己株式数 18年9月中間期    1,744,049株 17年9月中間期 1,805,558株 18年3月期 1,701,675株

（注）17年9月中間期及び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．平成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）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 507,000 104,000 54,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　39円11銭

３．配当状況

・現金配当

          1株当たり配当金        （円） 

中間期末 期末 年間

18年3月期 5.00 5.00 10.00

19年3月期（実績） 6.00 －
12.00

19年3月期（予想） － 6.00

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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５．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日現在）

当中間会計期間末

（平成18年９月30日現在）

前年度末

（平成18年３月31日現在）

対前年度

末比

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減

（百万円）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金   86,103   33,853   105,981  △72,128

２　営業未収入金   21,057   21,788   48,259  △26,471

３　有価証券   1,899   1,399   3,898  △2,499

４　販売用不動産   101,367   93,330   110,957  △17,626

５　仕掛不動産   130,412   183,644   148,706  34,938

６　開発用不動産   9,223   8,894   8,918  △24

７　未成工事支出金   4,468   2,548   4,976  △2,428

８　エクイティ出資   99,035   101,701   107,400  △5,699

９　前渡金   3,359   349   1,738  △1,388

10　前払費用   7,885   8,578   7,996  581

11　繰延税金資産   34,894   35,950   34,904  1,045

12　その他の流動資産   19,813   24,383   26,501  △2,117

13　貸倒引当金   △219   △162   △223  60

流動資産合計   519,302 18.9  516,260 18.4  610,018 20.8 △93,757

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産            

(1）建物  1,178,783   1,182,656   1,203,044    

減価償却累計額 ＊３ 725,146 453,636  728,317 454,339  734,822 468,221  △13,881

(2）構築物  21,290   21,091   21,328    

減価償却累計額 ＊３ 15,674 5,615  15,663 5,427  15,606 5,722  △294

(3）機械装置  8,702   8,955   8,772    

減価償却累計額 ＊３ 6,403 2,298  6,513 2,441  6,395 2,376  65

(4）車輌及び運搬具  97   95   97    

減価償却累計額 ＊３ 60 37  67 27  67 30  △2

(5）工具器具及び備品  9,533   9,800   9,737    

減価償却累計額 ＊３ 7,963 1,569  8,068 1,731  8,003 1,733  △1

(6）土地   1,221,145   1,225,014   1,221,846  3,168

(7）建設仮勘定   35,172   44,675   25,931  18,743

(8）その他の有形固定資

産
  14   14   14  －

有形固定資産合計   1,719,490 62.4  1,733,672 61.7  1,725,875 59.0 7,796

２　無形固定資産            

(1）借地権   5,377   7,090   7,090  －

(2）ソフトウェア   3,260   2,242   2,784  △541

(3）その他の無形固定資

産
  326   278   300  △22

無形固定資産合計   8,964 0.3  9,611 0.3  10,175 0.3 △563

３　投資その他の資産            

(1）投資有価証券   236,872   276,877   310,175  △33,298

(2）関係会社株式   190,097   193,260   193,307  △47

(3）長期貸付金   1,176   1,240   1,176  64

(4）関係会社長期貸付金   2,293   2,235   2,318  △82

(5）差入敷金保証金   63,518   65,266   63,261  2,005

(6）破産・更生債権等   0   0   0  －

(7）長期前払費用   6,326   6,665   6,997  △331

(8）その他の投資   6,545   6,050   6,190  △139

(9）貸倒引当金   △847   △731   △790  58

 投資その他の資産

 合計
  505,983 18.4  550,865 19.6  582,636 19.9 △31,770

    固定資産合計   2,234,438 81.1  2,294,149 81.6  2,318,687 79.2 △24,537

資産合計   2,753,740 100.0  2,810,410 100.0  2,928,705 100.0 △118,295
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日現在）

当中間会計期間末

（平成18年９月30日現在）

前年度末

（平成18年３月31日現在）

対前年度

末比

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減

（百万円）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１ 営業未払金   16,607   25,904   44,552  △18,648

２ 短期借入金   38,250   46,450   40,250  6,200

３ １年以内に返済予定の

   長期借入金
  42,399   42,291   60,623  △18,332

４ １年以内に償還予定の

   社債
  30,000   40,000   30,000  10,000

５ １年以内に償還予定の

   転換社債
  100,000   －   13,595  △13,595

６ 未払金 ＊２  26,084   22,151   26,263  △4,112

７ 未払法人税等   312   12,080   11,533  547

８ 未払費用   5,497   5,678   5,558  120

９ 前受金   32,744   37,267   32,963  4,304

10 預り金   72,932   78,586   137,760  △59,174

11 事業譲渡損失引当金   526   3   15  △11

12 その他の流動負債   116   526   7  518

流動負債合計   365,471 13.3  310,940 11.1  403,123 13.7 △92,183

Ⅱ　固定負債            

１ 社債   445,000   415,000   445,000  △30,000

２ 長期借入金   301,599   281,780   272,137  9,642

３ 受入敷金保証金   258,100   258,287   261,020  △2,733

４ 繰延税金負債   68,272   82,845   95,234  △12,388

５ 再評価に係る繰延税金

   負債
  319,351   319,910   319,618  292

６ 退職給付引当金   1,506   1,062   2,056  △994

７ 役員退職引当金   2,063   －   2,155  △2,155

８ その他の固定負債   32,207   35,463   31,550  3,912

固定負債合計   1,428,101 51.8  1,394,350 49.6  1,428,774 48.8 △34,424

負債合計   1,793,573 65.1  1,705,290 60.7  1,831,898 62.5 △126,607

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   86,534 3.1  － －  129,736 4.4 －

Ⅱ　資本剰余金            

１ 資本準備金   115,216   －   158,418  －

２ その他資本剰余金   15   －   2  －

資本剰余金合計   115,231 4.2  － －  158,421 5.4 －

Ⅲ　利益剰余金            

１ 利益準備金   21,663   －   21,663  －

２ 任意積立金   160,967   －   160,967  －

３ 中間(当期)未処分利益   8,789   －   20,348  －

利益剰余金合計   191,420 7.0  － －  202,979 6.9 －

Ⅳ　土地再評価差額金   465,488 16.9  － －  465,877 15.9 －

Ⅴ　その他有価証券評価差

額金
  103,341 3.8  － －  141,778 4.9 －

Ⅵ　自己株式   △1,848 △0.1  － －  △1,986 △0.0 －

資本合計   960,167 34.9  － －  1,096,807 37.5 －

負債・資本合計   2,753,740 100.0  － －  2,928,705 100.0 －
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日現在）

当中間会計期間末

（平成18年９月30日現在）

前年度末

（平成18年３月31日現在）

対前年度

末比

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減

（百万円）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   － －  136,534 4.8  － － －

２　資本剰余金            

(1) 資本準備金   －   165,216   －  －

資本剰余金合計   － －  165,216 5.9  － － －

３　利益剰余金            

(1) 利益準備金   －   21,663   －  －

(2) その他利益剰余金            

特別償却準備金  －   570   －    

固定資産圧縮

積立金
 －   84,401   －    

固定資産圧縮特別勘

定積立金 
 －   1,020   －    

別途積立金  －   68,254   －    

繰越利益剰余金  － －  43,108 197,354  － －  －

利益剰余金合計   － －  219,018 7.8  － － －

４　自己株式   － －  △2,244 △0.1  － － －

    株主資本合計   － －  518,524 18.4  － － －

Ⅱ　評価・換算差額等            

１　土地再評価差額金   － －  466,303 16.6  － － －

２　その他有価証券評価差

額金
  － －  120,212 4.3  － － －

評価・換算差額等合計   － －  586,515 20.9  － － －

Ⅲ　新株予約権   － －  79 0.0  － － －

純資産合計   － －  1,105,119 39.3  － － －

負債・純資産合計   － －  2,810,410 100.0  － － －
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(2) 中間損益計算書

  
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）

対前中間
期比

前年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益            

１ ビル事業収益  125,514   136,418    265,416   

２ 住宅事業収益  49,833   51,319    166,033   

３ 資産開発事業収益  28,256   21,457    31,708   

４ その他の事業収益  984 204,589 100.0 941 210,137 100.0 5,547 2,398 465,557 100.0

Ⅱ　営業原価            

１ ビル事業費用  82,764   92,764    180,594   

２ 住宅事業原価  43,193   45,549    141,146   

３ 資産開発事業費用  17,485   2,074    19,117   

４ その他の事業費用  1,141 144,584 70.7 1,039 141,427 67.3 △3,157 2,482 343,341 73.7

営業総利益   60,005 29.3  68,710 32.7 8,704  122,216 26.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費   11,410 5.6  11,888 5.7 477  27,605 6.0

営業利益   48,594 23.7  56,821 27.0 8,227  94,611 20.3

Ⅳ　営業外収益            

１ 受取利息  46   67    97   

２ 受取配当金  3,358   3,522    4,260   

３ その他の営業外収益  1,019 4,424 2.2 1,359 4,949 2.4 524 2,292 6,649 1.4

Ⅴ　営業外費用            

１ 支払利息  2,385   2,057    4,385   

２ 社債利息  5,692   4,556    10,475   

３ 固定資産除却損 ＊３ 1,845   3,031    3,901   

４ その他の営業外費用  1,562 11,486 5.6 1,768 11,414 5.4 △72 3,004 21,766 4.6

経常利益   41,533 20.3  50,357 24.0 8,823  79,494 17.1

Ⅵ　特別利益            

１　固定資産売却益 ＊１ 57,793 57,793 28.2 ― ― ― △57,793 57,793 57,793 12.4

Ⅶ　特別損失            

１ たな卸資産評価損 ＊２ 26,458   ―    27,639   

２ 固定資産除却関連損 ＊３ ―   13,510    －   

３ 関係会社株式評価損  7,815   ―    7,815   

４ 減損損失 ＊４ 25,649   ―    26,417   

５ 固定資産信託受益権
   売却損

 3,347   ―    3,347   

６ 土壌問題対策関連損 ＊５ ― 63,271 30.9 ― 13,510 6.5 △49,761 4,859 70,079 15.1

税引前中間(当期)純利益   36,055 17.6  36,847 17.5 791  67,208 14.4

法人税、住民税及び
事業税

＊６ 7   11,873    11,876   

法人税等調整額 ＊６ 14,175 14,182 6.9 1,652 13,526 6.4 △656 15,024 26,900 5.7

中間（当期）純利益   21,872 10.7  23,320 11.1 1,448  40,307 8.7

前期繰越利益   28,001       28,001  

土地再評価差額金取崩額   △41,085       △41,474  

中間配当額   ―       6,486  

中間（当期）未処分利益   8,789       20,348  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

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）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計資　本

準備金

その他
資　本
剰余金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金

利　益
剰余金
合　計

特別償却
準 備 金

固定資産
圧    縮
積 立 金

固定資産
圧縮特別
勘定積立

金

別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金

平成18年3月31日

残高
129,736 158,418 2 158,421 21,663 698 92,014 － 68,254 20,348 202,979 △1,986 489,151

中間会計期間中の

変動額

新株の発行

(転換社債の転換)
6,797 6,797  6,797         13,594

剰余金の配当

 　　　　（注）
         △6,847 △6,847  △6,847

中間純利益          23,320 23,320  23,320

自己株式の取得            △408 △408

自己株式の処分   △2 △2      △8 △8 150 139

固定資産圧縮積立

金取崩額(注)
      △7,185   7,185 －  －

固定資産圧縮積立

金取崩額
      △426   426 －  －

固定資産圧縮特別

勘定積立金積立額
       1,020  △1,020 －  －

特別償却準備金取

崩額　（注）
     △178    178 －  －

特別償却準備金積

立額
     122    △122 －  －

特別償却準備金取

崩額
     △73    73 －  －

土地再評価差額金

取崩額
         △425 △425  △425

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
6,797 6,797 △2 6,794 － △128 △7,612 1,020 － 22,760 16,039 △258 29,373

平成18年9月30日

残高
136,534 165,216 － 165,216 21,663 570 84,401 1,020 68,254 43,108 219,018 △2,244 518,524

 （注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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 （単位：百万円） 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
土地再評価差額金

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年3月31日残高 465,877 141,778 607,656 － 1,096,807

中間会計期間中の変動額

新株の発行

（転換社債の転換）
    13,594

剰余金の配当（注）     △6,847

中間純利益     23,320

自己株式の取得     △408

自己株式の処分     139

固定資産圧縮積立金

取崩額 (注）
    －

固定資産圧縮積立金

取崩額
    －

固定資産圧縮特別勘定積

立金積立額
    －

特別償却準備金取崩額

（注）
    －

特別償却準備金積立額     －

特別償却準備金取崩額     －

土地再評価差額金

取崩額
    △425

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) 425 △21,566 △21,140 79 △21,061

中間会計期間中の変動額

合計
425 △21,566 △21,140 79 8,311

平成18年9月30日残高 466,303 120,212 586,515 79 1,105,119

 （注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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）

前年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）たな卸資産

販売用不動産　個別法による原

価法

仕掛不動産　　　同上

開発用不動産　　同上

未成工事支出金　同上

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）たな卸資産

同左

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）たな卸資産

同左

(2）有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(2）有価証券

満期保有目的の債券

同左

(2）有価証券

満期保有目的の債券

同左

子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社及び関連会社株式

同左

子会社及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末日の市場価

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）

その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末日の市場価

格等に基づく時価法（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）

その他有価証券

時価のあるもの

期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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(3）デリバティブ

時価法

(3）デリバティブ

同左

(3）デリバティブ

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法　

但し、横浜ランドマークタ

ワー及び平成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

（主な耐用年数）

建物及び構築物　２～60年

機械装置及び車輌運搬具

２～22年

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

定額法　

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能見積期間（５年）に

基づく定額法

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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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）

前年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権につい

て貸倒実績率により計上してい

るほか、貸倒懸念債権等特定の

債権については、債権の回収可

能性を個別に検討して計上して

おります。

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

３　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）退職給付引当金

従業員の退職による給付及び執

行役員の退職による退職慰労金

の支払いに備えるため、従業員

については、当年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、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、執行役員について

は、内規に基づく中間会計期間

末要支給額をそれぞれ計上して

おります。

なお、過去勤務債務及び数理計

算上の差異は、発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

年数（10年）による定額法によ

り、過去勤務債務は発生時より、

数理計算上の差異は翌年度より、

それぞれ費用処理しております。

(2）退職給付引当金

　　　　同左

　　　　　　　　　　　

(2）退職給付引当金

従業員の退職による給付及び執

行役員の退職による退職慰労金

の支払いに備えるため、従業員

については当年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、執行役員について

は内規に基づく当年度末におけ

る要支給額を、計上しておりま

す。

なお、過去勤務債務及び数理計

算上の差異は、発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

年数（10年）による定額法によ

り、過去勤務債務は発生時より、

数理計算上の差異は翌年度より、

それぞれ費用処理しております。

(3）役員退職引当金

役員の退職により支給する退職

慰労金にあてるため、内規に基

づく中間会計期間末要支給額を

計上しております。

(3）役員退職引当金

平成18年6月29日開催の定時株

主総会において役員退職慰労金

制度を廃止し、就任時から当該

総会終結時までの在任期間に対

応する退職慰労金を退任時に打

切り支給することが承認可決さ

れました。

これに伴い、当中間会計期間に

おいて「役員退職引当金」は全

額取崩し、未払である退職慰労

金を「その他の固定負債」に含

めて表示しております。

(3）役員退職引当金

役員の退職により支給する退職

慰労金にあてるため内規に基づ

く当年度末要支給額を計上して

おります。

(4）事業譲渡損失引当金

事業の譲渡に伴い発生する損失

の見積額を計上しております。

　　　　　　　　　　　

(4）事業譲渡損失引当金

        同左　　　　　　　　

　　

(4）事業譲渡損失引当金

         同左
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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）

前年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４　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。

４　リース取引の処理方法

同左

４　リース取引の処理方法

同左

５　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

理を採用しております。

５　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

５　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (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・社債

同左 同左

(3）ヘッジ方針

リスクヘッジ取引は、「市場リ

スク管理規定」及び「リスク別

管理要項」等の内部規定に基づ

き、金利変動リスク、為替変動

リスクのヘッジを目的としてお

ります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

６　その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。なお、控除対象外消費税及

び地方消費税は当中間会計期間

の費用として処理しております。

６　その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

同左

６　その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。なお、控除対象外消費税及

び地方消費税は当年度の費用と

して処理しております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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）

前年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

「固定資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会　平成14

年8月9日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第6号　平成15年10月31日）が平

成17年4月1日以後開始する年度に係る財

務諸表から適用されることになったこと

に伴い、当中間会計期間から同会計基準

および同適用指針を適用しております。

これにより、税引前中間純利益は　　

25,649百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき減損損

失累計額を減価償却累計額に含めて表示

しております。

 

──────────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

「固定資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会

平成14年8月9日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第6号  平成15年10月31

日）が平成17年4月1日以後開始する年度

に係る財務諸表から適用されることになっ

たことに伴い、当年度から同会計基準及

び同適用指針を適用しております。

これにより、税引前当期純利益は26,417

百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき減損損失累

計額を減価償却累計額に含めて表示して

おります。

 

 

──────────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

　 会計基準等）

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）及

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）

を適用しております。

これまでの「資本の部」の合計に相当す

る金額は1,105,040百万円であります。

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おりま

す。

 

 

──────────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

──────────

 

 

 

 

 

 

 （ストック・オプション等に関する会計基

   準）

当中間会計期間より、「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」（企業会計

基準第8号　平成17年12月27日）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第

11号　平成18年5月31日）を適用しており

ます。

これにより営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益は、それぞれ79百万円減少

しております。

 

 

──────────
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表示方法の変更

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）

前年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（中間損益計算書関係）

１．資産開発事業本部の事業に係る収益、費用

の区分掲記

資産開発事業本部に係る営業収益、費用は、従

来「その他の事業収益」、「その他の事業費

用」に含めて表示しておりましたが、資産開発

事業本部の事業に係る営業収益、費用の金額的

重要性が増加したことに伴い、当年度より「資

産開発事業収益」、「資産開発事業費用」とし

て区分掲記しております。なお、前中間会計期

間の「その他の事業収益」、「その他の事業費

用」に含まれている資産開発事業本部の営業収

益は4,094百万円、営業費用は2,627百万円であ

ります。

 

　　　　　──────────

（損益計算書関係）

１．資産開発事業本部の事業に係る収益、費用

の区分掲記

資産開発事業本部に係る営業収益、費用は、従

来「その他の事業収益」、「その他の事業費

用」に含めて表示しておりましたが、資産開発

事業本部の事業に係る営業収益、費用の金額的

重要性が増加したことに伴い、当年度より「資

産開発事業収益」、「資産開発事業費用」とし

て区分掲記しております。なお、前年度の「そ

の他の事業収益」「その他の事業費用」に含ま

れている資産開発事業本部の営業収益は6,494

百万円、営業費用は3,736百万円であります。

２．住宅事業本部の収益、費用の勘定名称及び

余暇事業部門の収益、費用計上区分の変更

平成17年4月1日付の組織改正により、住宅開発

事業本部が住宅事業本部に名称変更したこと、

余暇事業部門が住宅事業本部に統合されたこと

に伴い、当年度より、「住宅開発事業収益」、

「住宅開発事業原価」を「住宅事業収益」、

「住宅事業原価」に名称変更したほか、従来

「その他の事業収益」、「その他の事業費用」

に含めていた余暇事業に係る営業収益、営業費

用を「住宅事業収益」、「住宅事業原価」に計

上しております。前中間会計期間の「その他の

事業収益」、「その他の事業費用」に含まれて

いる余暇事業に係る営業収益は861百万円、営

業費用は1,218百万円です。

　　　　　────────── ２．住宅事業本部の収益、費用の勘定名称及び

余暇事業部門の収益、費用計上区分の変更

平成17年4月1日付の組織改正により、住宅開発

事業本部が住宅事業本部に名称変更したこと、

余暇事業部門が住宅事業本部に統合されたこと

に伴い、当年度より、「住宅開発事業収益」、

「住宅開発事業原価」を「住宅事業収益」、

「住宅事業原価」に名称変更したほか、従来

「その他の事業収益」、「その他の事業費用」

に含めていた余暇事業に係る営業収益、営業費

用を「住宅事業収益」、「住宅事業原価」に計

上しております。前年度の「その他の事業収

益」、「その他の事業費用」に含まれている余

暇事業に係る営業収益は1,263百万円、営業費

用は1,891百万円です。

  追加情報 

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）

前年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(大阪アメニティパーク(OAP)レジデンタ

 ワーについて）

大阪府大阪市所在の大阪アメニティパーク

（OAP）内のOAPレジデンスタワーの土壌・地

下水問題については、平成17年5月8日付で事

業者4社（三菱マテリアル㈱、当社、㈱大林

組、三菱マテリアル不動産㈱）とオー・

エー・ピー・レジデンスタワー管理組合法人

との間で締結した確認書に基づき、購入者に

対して金銭的解決を提案し問題解決に向けて

協議が進行しております。また、環境浄化の

ための対策工事を実施すべく土壌調査も行っ

ております。しかし、現時点では、業績への

最終的な影響額は未定でございます。 

 

──────────

 

──────────
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  注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前年度末
（平成18年３月31日）

　１　偶発債務

(1）保証債務等

下記の金融機関借入金等に対し債務

保証等を行っております。

　１　偶発債務

(1）保証債務等

下記の金融機関借入金等に対し債務

保証等を行っております。

　１　偶発債務

(1）保証債務等

下記の金融機関借入金等に対し債務

保証等を行っております。

（関係会社） （関係会社） （関係会社）

㈱菱栄ライフサービス

    1,805百万円

MEC Finance USA    4,991百万円

(35,220千米ドル)

(5,050千英ポンド)

チェルシージャパン㈱

      957百万円

Paternoster Associates

   29,856百万円

(150,000千英ポンド)

㈱菱栄ライフサービス

    1,497百万円

MEC Finance USA   3,967百万円

(  33,650千米ドル)

チェルシージャパン㈱

     851百万円

Paternoster Associates

   33,165百万円

(    150,000千英ポンド)

㈱菱栄ライフサービス

 1,651百万円

チェルシージャパン㈱

    904百万円

Paternoster Associates

  30,774百万円

（ 150,000千英ポンド）

MEC Finance USA

 4,138百万円

（　  35,228千米ドル）

（その他） （その他） （その他）

従業員（住宅取得資金）

    379百万円

合計   37,990百万円

従業員（住宅取得資金）

 248百万円

合計 39,730百万円

従業員（住宅取得資金）

  302百万円

合計 37,770百万円

(2）連帯債務

会社分割により㈱三菱地所設計に承

継した前受金等に関し返還義務が生

じた場合の債務について債権者に対

し連帯債務を負っておりますが、負

担割合は㈱三菱地所設計100％とする

ことで同社と合意しており、中間貸

借対照表に連帯債務の金額は計上し

ておりません。なお、当中間会計期

間末における連帯債務残高は433百万

円であります。

(2）連帯債務

会社分割により㈱三菱地所設計に承

継した前受金等に関し返還義務が生

じた場合の債務について債権者に対

し連帯債務を負っておりますが、負

担割合は㈱三菱地所設計100％とする

ことで同社と合意しており、中間貸

借対照表に連帯債務の金額は計上し

ておりません。なお、当中間会計期

間末における連帯債務残高は263百万

円であります。

(2）連帯債務

会社分割により㈱三菱地所設計に承

継した前受金等に関し返還義務が生

じた場合の債務について債権者に対

し連帯債務を負っておりますが、負

担割合は㈱三菱地所設計100％とする

ことで同社と合意しており、貸借対

照表に連帯債務の金額は計上してお

りません。なお、当年度末における

連帯債務残高は263百万円であります。

＊２　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、流動負債の「未払金」に含め

て表示しております。なお、相殺金額

は5,592百万円であり、相殺後の金額は

1,804百万円であります。

＊２　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、流動負債の「未払金」に含め

て表示しております。なお、相殺金額

は6,182百万円であり、相殺後の金額は

345万円であります。

─────────

＊３  有形固定資産に係る減価償却累計額に

は、減損損失累計額が含まれておりま

す。

＊３  　　　　　同左 ＊３　　　　　 　同左
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（中間損益計算書関係）

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）

前年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

＊１　固定資産売却益の内容 

 土地 58,896百万円 

 建物 △1,102百万円 

 その他 0百万円 

 土地及び建物が一体となった固定資産

を売却した際、土地部分については売

却益、建物部分については売却損が発

生しているため、売却損益を通算して

固定資産売却益を計上しております。

 

─────────

＊１　固定資産売却益の内訳

土地   58,896百万円

建物 △1,102百万円

その他 0百万円

 土地及び建物が一体となった固定資産

を売却した際、土地部分については売

却益、建物部分については売却損が発

生しているため、売却損益を通算して

固定資産売却益を計上しております。

＊２　たな卸資産評価損の内訳 　　　　　  ─────────

 

＊２　たな卸資産評価損の内訳

販売用不動産  16,005百万円

仕掛不動産    6,216百万円

開発用不動産    4,236百万円

販売用不動産 15,946百万円

仕掛不動産 7,455百万円

開発用不動産  4,236百万円

───────── ＊３　固定資産除却関連損13,510百万円は、

      三菱商事ビル、古河ビル、丸ノ内八重

      洲ビル等の建て替えに係る損失であり

      ます。なお、営業外費用の固定資産除

      却損3,031百万円は、営業中の建物の

      造作等除却に係る経常的な損失であり

      ます。　　　

─────────

 ＊４  当中間会計期間において、当社は以下

       の資産グループについて減損損失を計

       上しました。

主な用途 種類 場所

ゴルフ場（計

1ヶ所）

建物、土地、

借地権等 
宮城県仙台市

ホテル（計2ヶ

所）

建物、土地、

構築物等 
宮城県仙台市他 

 賃貸資産その

他

（計22ヶ所）

建物、土地、

借地権等 
広島県広島市他 

 当社は、他の資産又は資産グループのキャッ

シュフローから概ね独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位に拠って資産のグルー

プ化を行ないました。なお、社宅等は共用資

産としております。 

  その結果、当中間会計期間において、地価

の下落に伴い帳簿価額に対して著しく時価が

下落している資産グループ及び賃料水準の低

下や市況の悪化等により収益性が著しく低下

した資産グループ25件について帳簿価額を回

収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失

（25,649百万円）として特別損失に計上しま

した。

  その内訳は、土地・借地権22,625百万円、

建物・構築物2,848百万円、その他176百万円

であります。 

  なお、当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額あるいは使用価値により測定して

おり、正味売却価額は主として不動産鑑定士

による鑑定評価額を使用しております。また、

使用価値は、将来キャッシュ・フローを5％で

割り引いて算定しております。  

            ─────────

 

 ＊４　当年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。

主な用途 種類 場所

ゴルフ場（計

1ヶ所）

建物、土地、

借地権等
宮城県仙台市

ホテル（計2ヶ

所）

建物、土地、

構築物等
宮城県仙台市他

 賃貸資産その

他

（計24ヶ所）

建物、土地、

借地権等
広島県広島市他

 当社は、他の資産又は資産グループのキャッ

シュ・フローから概ね独立したキャッシュ・

フローを生み出す最小単位に拠って資産のグ

ループ化を行ないました。なお、社宅等は共

用資産としております。

　その結果、当年度において、地価の下落に

伴い帳簿価額に対して著しく時価が下落して

いる資産グループ及び賃料水準の低下や市況

の悪化等により収益性が著しく低下した資産

グループ27件について帳簿価額を回収可能額

まで減額し、当該減少額を減損損失（26,417

百万円）として特別損失に計上しました。

　その内訳は、土地・借地権23,333百万円、

建物・構築物2,908百万円、その他176百万円

であります。なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額あるいは使用価値によ

り測定しており、正味売却価額は主として不

動産鑑定士による鑑定評価額を使用しており

ます。

　また、使用価値は、将来キャッシュ・フロー

を5％で割り引いて算定しております。 

 　　　　　───────── 　　　　　  ─────────

 

＊５　土壌問題対策関連損4,859百万円は、

　　　大阪府大阪市所在の大阪アメニティ

　　　パーク(OAP)内のOAPレジデンスタワ

　　　ーの土壌・地下水問題に係る損失で

　　　あります。
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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）

前年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

＊６　「法人税、住民税及び事業税」及び「法

人税等調整額」の計算に当たり、当年

度の利益処分において取崩しを予定し

ている固定資産圧縮積立金、特別償却

準備金の額を課税所得及び一時差異の

額に反映させております。

          ────────── ──────────

 ７　減価償却実施額

有形固定資産 17,538百万円

無形固定資産 702百万円

 ７　減価償却実施額

有形固定資産   16,460百万円

無形固定資産 1,013百万円

 

──────────

（中間株主資本等変動計算書関係）

 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）

 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前年度末株式数

（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）

 普通株式　（注） 1,701 165 123 1,744

 　　　　合計 1,701 165 123 1,744

（注）(1) 普通株式の自己株式の株式数の増加165千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

      (2) 普通株式の自己株式の株式数の減少は、ストック・オプションの行使による減少115千株及び、単元未満株　

　　　　　の売却による減少8千株等によるものです。
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①　リース取引

        ＥＤＩＮＥＴにより開示を行なうため記載を省略しております。

②　有価証券

（前中間会計期間末）（平成17年９月30日）

 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの  

 区分
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

子会社株式 - - -

関連会社株式 8,918 18,729 9,810

合計 8,918 18,729 9,810

（当中間会計期間末）（平成18年９月30日）

 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの  

 区分
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

子会社株式 - - -

関連会社株式 8,955 24,786 15,831

合計 8,955 24,786 15,831

（前年度末）（平成18年３月31日）

 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの  

 区分
貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

子会社株式 - - -

関連会社株式 8,918 31,029 22,110

合計 8,918 31,029 22,110
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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 740.08円

１株当たり中間純利益     16.86円

１株当たり純資産額  800.30円

１株当たり中間純利益     16.99円

１株当たり純資産額   800.89円

１株当たり当期純利益   30.76円

潜在株式調整後 潜在株式調整後 潜在株式調整後

１株当たり中間純利益  15.84円 １株当たり中間純利益 16.88円 １株当たり当期純利益 29.19円

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎

 
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） 21,872 23,320 40,307

うち普通株主に帰属しない金額

（百万円）
― ― ―

（うち、利益処分による役員賞与金）

（百万円）
（－） （－） （－）

普通株式に係る中間（当期）純利益金

額（百万円）
21,872 23,320 40,307

普通株式の期中平均株式数（株） 1,297,369,288 1,372,252,110 1,310,352,562

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）
0 0 0

（うち、支払利息及び社債事務費（税

金相当額控除後））（百万円）
(0) (0) (0)

普通株式増加数（株） 83,513,559 9,052,789 70,684,384

（うち、転換社債）（株） (83,333,333) (8,538,881) (70,388,176)

（うち、新株予約権）（株） (180,226) (513,908) (296,208)

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）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権 ストックオ

プション（平成16年6月

29日株主総会決議分）

潜在株式の数 

　　　　　225,000株

──────── ────────
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