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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 26,535 ― 3,284 ― 3,544 ― 1,861 ―

20年3月期第2四半期 34,235 5.8 9,748 6.1 10,053 6.8 5,946 52.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 65.08 ―

20年3月期第2四半期 207.92 ―

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

21年3月期第2四半期 96,123 62,313 64.8 2,178.81
20年3月期 121,256 63,114 52.1 2,206.80

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  62,313百万円 20年3月期  63,114百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 50.00 ― 60.00 110.00
21年3月期 ― 60.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 60.00 120.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 57,000 △19.6 9,500 △49.5 10,000 △48.4 5,600 △51.3 195.80

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注)詳細は、７ページ「【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他」をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注)詳細は、７ページ「【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他」をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 その他業績予想に関する事項については、６ページ「【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 また、当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  28,600,000株 20年3月期  28,600,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  173株 20年3月期  156株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  28,599,838株 20年3月期第2四半期  28,599,857株
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【参考】 

平成21年３月期の個別業績予想(平成20年４月１日～平成21年３月31日) 

(％表示は対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

  
  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 50,600 △18.0 8,900 △50.3 8,700 △50.8 5,000 △51.6 174.83
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当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日)におけるわが国経済は、米国のサ

ブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱や急速な景気悪化等により、企業収益が減

少するとともに、設備投資や個人消費に弱い動きが見られるなど、景気後退懸念が広がりました。 

このような経済環境に加え、当不動産流通業界における中古住宅の取引は、マンションの取引が堅調

に推移いたしましたが、わが国金融機関の不動産融資に対する慎重な姿勢、購入者の手控え等により、

法人取引や高額物件の取引等が大幅に減少しております。 

このような経済・業界環境の下、当第２四半期連結累計期間の当社グループの業績は、営業収益は

26,535百万円(前年同期比22.5％減)、営業利益は3,284百万円(同66.3％減)、経常利益は3,544百万円

(同64.7％減)、四半期純利益は1,861百万円(同68.7％減)となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

(セグメント別の概況) 

事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

  

〔仲介業務〕 

仲介業務におきましては、中古住宅取引の環境が低迷する中、実需の取り込みと広告費の節減等の努

力を行ってまいりましたが、市況悪化の影響が予想以上に大きく、リテール部門、ホールセール部門と

も減収を余儀なくされ、取扱件数は14,388件(前年同期比3.2％減)、取扱高は428,656百万円(同20.5％

減)、営業収益は20,927百万円(同20.2％減)、営業利益は4,426百万円(同52.4％減)の計上となりまし

た。 

 なお、当第２四半期連結累計期間における仲介店舗の新規出店は、首都圏に「方南町」、「等々

力」、「勝どき」の３店舗を出店しております。 

  

(単位：百万円) 

 
  

【定性的情報・財務諸表等】

１. 連結経営成績に関する定性的情報

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 34,235 26,535 △7,700 △22.5％

営業利益 9,748 3,284 △6,463 △66.3％

経常利益 10,053 3,544 △6,509 △64.7％

四半期純利益 5,946 1,861 △4,085 △68.7％

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 14,858 14,388 △470 △3.2％

取扱高 539,066 428,656 △110,410 △20.5％

営業収益 26,217 20,927 △5,289 △20.2％

営業利益 9,297 4,426 △4,870 △52.4％
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〔受託販売業務〕 

受託販売業務におきましては、新築マンションの供給戸数、契約率とも大幅に前第２四半期連結累計

期間を下回るなど市場環境が悪化する中、当社グループにおいては大型物件の引渡が前第２四半期連結

累計期間に比べて大きく減少したため、取扱件数は1,795件(前年同期比50.3％減)、取扱高は64,884百

万円(同60.1％減)、営業収益は1,849百万円(同54.9％減)、営業利益は53百万円(同96.0％減)の計上と

なりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔賃貸業務〕 

賃貸業務におきましては、東京都心部のオフィスビル市場では空室率が上昇傾向で推移する中、営業

収益は1,278百万円(前年同期比2.0％減)、営業利益は703百万円(同4.6％減)の計上となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔不動産販売業務〕 

不動産販売業務におきましては、不動産投資を含む市場全般が低迷する中、国内連結子会社の不動産

販売事業により、営業収益は2,416百万円(前年同期比0.4％減)、営業損失は34百万円(同155百万円減)

の計上となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔その他の業務〕 

その他の業務におきましては、住宅ローンに係る事務代行業務等により、営業収益は238百万円(前年

同期比37.1％減)、営業利益は72百万円(同56.0％減)の計上となりました。 

  

「連結経営成績に関する定性的情報」における前第２四半期連結累計期間の金額、前年同期増減額及

び増減率につきましては、参考として記載しております。 

  

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 3,610 1,795 △1,815 △50.3％

取扱高 162,782 64,884 △97,898 △60.1％

営業収益 4,103 1,849 △2,254 △54.9％

営業利益 1,329 53 △1,276 △96.0％

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 1,304 1,278 △26 △2.0％

営業利益 737 703 △34 △4.6％

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 2,426 2,416 △9 △0.4％

営業利益 120 △34 △155 ―
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当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて25,133百万円減少し、

96,123百万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少により流動資産が減少したことによるも

のであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて24,333百万円減少し、33,809百万円となりました。これは、主に

預り金及び未払法人税等の減少により流動負債が減少したことによるものであります。 

純資産は、為替換算調整勘定の減少等により、前連結会計年度末に比べて800百万円減少し、62,313

百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて12.7ポイント上昇し、

64.8％となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の35,785百万

円から22,389百万円減少(62.6％減)し、13,396百万円(前年同期比41.2％減)となりました。 

  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,251百万円を計上いたしました

が、預り金の増減額△26,250百万円、法人税等の支払額△4,028百万円等により、26,521百万円の支出

(前年同期は13,799百万円の支出)となりました。 

なお、預り金は、受託販売業務において物件購入者が支払う分譲代金を、デベロッパー等に代わって

当社が受領するものであり、後にデベロッパー等に送金いたします。この預り金は、特に新築物件の竣

工・引渡が増加する第４四半期に残高が増加するという季節的変動があり、当社の営業活動によるキャ

ッシュ・フローに大きな影響を及ぼします。この預り金の増減額を除いた営業活動によるキャッシュ・

フローは、270百万円の支出(前年同期は4,116百万円の収入)であります。 

  

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

投資活動によるキャッシュ・フローは、仲介店舗の新設、移転・改装等に伴う有形固定資産の取得に

よる支出等がありましたが、その他で収入があったため、193百万円の収入(前年同期は539百万円の収

入)となりました。 

  

〔財務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・フローは、配当金の支払い等がありましたが、短期借入金の借入れによ

り、4,159百万円の収入(前年同期は3,904百万円の支出)となりました。 

  

２. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前期比

増減 増減率

総資産 121,256 96,123 △25,133 △20.7％

負債 58,142 33,809 △24,333 △41.9％

純資産 63,114 62,313 △800 △1.3％

自己資本比率(％) 52.1 64.8 12.7 ―

(2) キャッシュ・フローの状況
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(単位：百万円)

 
  

「連結財政状態に関する定性的情報」における前第２四半期連結累計期間の金額、前年同期増減額及

び増減率につきましては、参考として記載しております。 

  

今後のわが国経済は、米国発の世界的な金融市場の混乱や急速な景気後退等により、企業収益が減少

するとともに、当面設備投資や個人消費に弱い動きが見込まれるなど、当社グループを取り巻く経営環

境は厳しい状況が続くと思われます。また、不動産投資を含む市場全般の環境が低迷し続ける中、当不

動産流通業界におきましては、中古住宅の取引件数、成約平均単価や、新築マンション市場の供給戸

数、販売価格の動向には、留意する必要があります。このような経済・業界環境の見通しの下、平成20

年５月９日付「平成20年３月期 決算短信」で公表いたしました平成21年３月期通期の連結業績予想を

修正いたしました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

個別業績予想につきましても、上記の理由により修正いたしました。 

前回発表予想比等につきましては、本日別途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

  

なお、当社の配当につきましては、株主に対する利益還元を重要課題の一つと考え、安定的な充実を

基本としております。当方針にしたがい、当期の期末配当につきましては、平成20年５月９日に公表い

たしました予想に変更はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業活動による 
キャッシュ・フロー

△13,799 △26,521 △12,721 ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー

539 193 △346 △64.2％

財務活動による 
キャッシュ・フロー

△3,904 4,159 8,063 ―

現金及び現金同等物の 
四半期末残高

22,790 13,396 △9,393 △41.2％

３. 連結業績予想に関する定性的情報

前連結会計年度（実績）
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度（予想）
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

前期比

増減 増減率

営業収益 70,908 57,000 △13,908 △19.6％

営業利益 18,814 9,500 △9,314 △49.5％

経常利益 19,381 10,000 △9,381 △48.4％

当期純利益 11,502 5,600 △5,902 △51.3％
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該当事項はありません。 

  

 ① たな卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

 ① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 ② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低

下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益及び経常利益が1百万円、税金等調整前四

半期純利益が255百万円それぞれ減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

 ③ 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３

月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員

会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連

結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リー

ス資産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算出

する方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

 この適用による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であり、セグメント情報に与える影響は

ありません。 

４. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５. 【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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部 

流動資産

現金及び預金 13,393 35,782

営業未収入金 451 682

有価証券 2 3

販売用不動産 3,351 4,309

仕掛販売用不動産 131 448

未成業務支出金 1,887 1,471

その他 6,856 8,073

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 26,072 50,767

固定資産

有形固定資産

建物 19,954 19,877

減価償却累計額 △9,711 △9,475

建物（純額） 10,242 10,401

土地 45,100 45,099

その他 1,720 1,705

減価償却累計額 △1,333 △1,322

その他（純額） 386 382

有形固定資産合計 55,730 55,883

無形固定資産 542 594

投資その他の資産

破産更生債権等 11,360 11,439

その他 7,457 7,602

貸倒引当金 △5,039 △5,030

投資その他の資産合計 13,778 14,010

固定資産合計 70,050 70,489

資産合計 96,123 121,256
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 108 241

短期借入金 15,650 9,650

未払法人税等 1,198 4,026

賞与引当金 2,068 2,191

預り金 8,117 34,367

その他 1,835 2,571

流動負債合計 28,978 53,049

固定負債

長期借入金 125 250

退職給付引当金 2,779 2,719

役員退職慰労引当金 194 229

その他 1,731 1,894

固定負債合計 4,830 5,093

負債合計 33,809 58,142

純資産の部

株主資本

資本金 2,970 2,970

資本剰余金 3,543 3,543

利益剰余金 60,003 59,858

自己株式 △1 △1

株主資本合計 66,515 66,370

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △110 △121

繰延ヘッジ損益 △62 218

為替換算調整勘定 △4,029 △3,353

評価・換算差額等合計 △4,201 △3,256

純資産合計 62,313 63,114

負債純資産合計 96,123 121,256
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(2)【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

営業収益 26,535

営業原価 20,891

売上総利益 5,643

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 594

賞与引当金繰入額 76

退職給付費用 6

役員退職慰労引当金繰入額 15

貸倒引当金繰入額 8

その他 1,658

販売費及び一般管理費合計 2,358

営業利益 3,284

営業外収益

受取利息 126

為替差益 154

その他 70

営業外収益合計 351

営業外費用

支払利息 78

その他 13

営業外費用合計 92

経常利益 3,544

特別損失

固定資産除却損 8

たな卸資産評価損 253

投資有価証券評価損 30

特別損失合計 292

税金等調整前四半期純利益 3,251

法人税、住民税及び事業税 1,228

法人税等調整額 161

法人税等合計 1,390

四半期純利益 1,861
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 3,251

減価償却費 429

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8

賞与引当金の増減額（△は減少） △123

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34

受取利息及び受取配当金 △150

為替差損益（△は益） △154

支払利息 78

固定資産除却損 8

たな卸資産評価損 253

投資有価証券評価損益（△は益） 30

売上債権の増減額（△は増加） 228

たな卸資産の増減額（△は増加） 605

仕入債務の増減額（△は減少） △131

預り金の増減額（△は減少） △26,250

破産更生債権等の増減額（△は増加） 79

その他 △747

小計 △22,558

利息及び配当金の受取額 144

利息の支払額 △79

法人税等の支払額 △4,028

営業活動によるキャッシュ・フロー △26,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △235

無形固定資産の取得による支出 △53

その他 481

投資活動によるキャッシュ・フロー 193

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 6,000

長期借入金の返済による支出 △125

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △1,715

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,159

現金及び現金同等物に係る換算差額 △220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,389

現金及び現金同等物の期首残高 35,785

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,396
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １．事業区分の方法 

   当社グループの事業内容を勘案して区分しております。 

２．各事業区分の主な内容は次のとおりです。 

   仲介    ：不動産の仲介 

   受託販売  ：不動産の受託販売 

   賃貸    ：不動産の賃貸 

   不動産販売 ：不動産の売買 

   その他   ：住宅ローンに係る事務代行等 

３．会計処理の方法の変更 

  (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

  「【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手

続、表示方法等の変更 ②」に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会

平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原

価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、「不動産販売」の営業費用が1百万円増加し、営業利益が同

額減少しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

全セグメントの営業収益の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

海外営業収益は連結営業収益の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

仲介 
(百万円)

受託販売
(百万円)

賃貸
(百万円)

不動産
販売 

(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
      営業収益

20,851 1,803 1,226 2,416 238 26,535 ― 26,535

 (2) セグメント間の内部 
      営業収益又は振替高

76 46 52 ― ― 175 (175) ―

計 20,927 1,849 1,278 2,416 238 26,710 (175) 26,535

 営業費用 16,500 1,796 575 2,451 166 21,489 1,760 23,250

 営業利益(△損失) 4,426 53 703 △34 72 5,221 (1,936) 3,284

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外営業収益〕

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) 中間連結損益計算書 

                            (単位：百万円) 

 
  

【参考】

前中間連結会計期間

(平成19年４月１日から
平成19年９月30日まで)

金額 百分比

％

Ⅰ 営業収益 34,235 100 

Ⅱ 営業原価 22,173 64.8

   売上総利益 12,062 35.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １. 従業員給料手当 572

 ２. 賞与引当金繰入額 76

 ３. 退職給付費用 12

 ４. 役員退職慰労引当金繰入額 24

 ５. 賃借料 267

 ６. 支払手数料 225

 ７. その他 1,133 2,313 6.7

   営業利益 9,748 28.5

Ⅳ 営業外収益

 １. 受取利息 31

 ２. 為替差益 394

 ３. その他 15 441 1.3

Ⅴ 営業外費用

 １. 支払利息 104

 ２. その他 31 136 0.4

   経常利益 10,053 29.4

Ⅵ 特別利益

 １. 固定資産売却益 32 32 0.1

Ⅶ 特別損失

 １. 固定資産除却損 30 30 0.1

   税金等調整前中間純利益 10,056 29.4

   法人税、住民税及び事業税 2,762

   法人税等調整額(△減算) 1,347 4,109 12.0

   中間純利益 5,946 17.4

住友不動産販売㈱(8870)　平成21年３月期　第２四半期決算短信

－ 13 －



(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

                              (単位：百万円) 

 
  

前中間連結会計期間

(平成19年４月１日から
平成19年９月30日まで)

金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １. 税金等調整前中間純利益 10,056

 ２. 減価償却費 427

 ３. 貸倒引当金の減少額 △12

 ４. 賞与引当金の増加額 115

 ５. 退職給付引当金の増加額 10

 ６. 役員退職慰労引当金の減少額 △59

 ７. 受取利息及び受取配当金 △37

 ８. 為替差益 △394

 ９. 支払利息 104

 10. 固定資産売却益 △32

 11. 固定資産除却損 30

 12. 売上債権の減少額 468

 13. たな卸資産の増加額 △1,582

 14. 営業貸付金の増加額 △11

 15. 仕入債務の減少額 △224

 16. 預り金の減少額 △17,915

 17. 破産債権・更生債権その他これらに準ずる
    債権の減少額

85

 18. その他営業活動によるキャッシュ・フロー 40

    小計 △8,931

 19. 利息及び配当金の受取額 41

 20. 利息の支払額 △113

 21. 法人税等の支払額 △4,796

   営業活動によるキャッシュ・フロー △13,799

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １. 有形固定資産の取得による支出 △139

 ２. 有形固定資産の売却による収入 316

 ３. 投資有価証券の売却・償還による収入 460

 ４. その他投資活動によるキャッシュ・フロー △97

   投資活動によるキャッシュ・フロー 539

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １. 短期借入金の純増加額 200

 ２. 長期借入金の返済による支出 △2,675

 ３. 自己株式の取得による支出 △0

 ４. 配当金の支払額 △1,429

   財務活動によるキャッシュ・フロー △3,904

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,135

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △16,029

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 38,819

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 22,790
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(3) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  前中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで) 

                                                                                          (単位：百万円) 

 
  

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間については、全セグメントの営業収益の合計に占める「本邦」の割合が90％を超え

ているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

〔海外営業収益〕 

前中間連結会計期間については、海外営業収益は連結営業収益の10％未満であるため、記載を省略して

おります。 

  

仲介 受託販売 賃貸
不動産
販売

その他 計
消去 

又は全社
連結

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
      営業収益

26,149 4,071 1,217 2,426 371 34,235 ― 34,235

 (2) セグメント間の内部 
      営業収益又は振替高

68 32 87 ― 7 195 (195) ―

計 26,217 4,103 1,304 2,426 379 34,431 (195) 34,235

 営業費用 16,919 2,774 567 2,305 214 22,781 1,705 24,487

 営業利益 9,297 1,329 737 120 164 11,649 (1,901) 9,748
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(1) 生産、受注及び販売の状況 

当社グループの主たる事業は、仲介業務、受託販売業務という不動産流通事業であり、役務の提供を

主体とする事業の性格上、生産、受注及び販売の実績を区分して把握することは困難であります。 

したがって、当第２四半期連結累計期間における事業の種類別セグメント毎の営業収益を示すと、次

のとおりであります。 
                                        (単位：百万円) 

   
   (注)１．営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。 

   ２．仲介業務の概要は、次のとおりであります。 

      (1) 取扱件数 

                                          (単位：件) 

 
  
      (2) 取扱高 

                                        (単位：百万円) 

 
  
      (3) 営業収益 

                                        (単位：百万円) 

   
   ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６． その他の情報

事業の種類別 
セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

前年同期比

仲介業務 26,217 20,927 △20.2％

受託販売業務 4,103 1,849 △54.9％

賃貸業務 1,304 1,278 △2.0％

不動産販売業務 2,426 2,416 △0.4％

その他の業務 379 238 △37.1％

  小計 34,431 26,710 △22.4％

消去又は全社 △195 △175 ―

  合計 34,235 26,535 △22.5％

区分
前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

前年同期比

首都圏 7,408 6,601 △10.9％

関西圏 5,045 5,204 ＋3.2％

その他 2,405 2,583 ＋7.4％

  合計 14,858 14,388 △3.2％

区分
前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

前年同期比

首都圏 358,279 250,643 △30.0％

関西圏 119,613 118,164 △1.2％

その他 61,173 59,847 △2.2％

  合計 539,066 428,656 △20.5％

区分
前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

前年同期比

首都圏 17,364 12,334 △29.0％

関西圏 5,734 5,547 △3.3％

その他 3,118 3,045 △2.3％

  合計 26,217 20,927 △20.2％
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