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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

（注）平成20年12月期第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、平成20年12月期第1四半期につきましては記載しておりません。 

(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12月期第1四半期 7,869 ― 3,789 ― 2,758 ― 371 ―

20年12月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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12月期第1四半期 2.54 ―

20年12月期第1四半期 ― ―

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12月期第1四半期 371,815 43,986 11.3 290.32
20年12月期 372,965 46,477 11.9 306.12

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  42,270百万円 20年12月期  44,571百万円

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  有  
 

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12月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 ― 8.00 8.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

15,000 ― 7,200 ― 5,200 ― 2,300 ― 15.79

通期 30,500 △2.3 15,000 △3.3 11,000 0.5 21,000 254.8 144.23
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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  無  
（注）詳細は、５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、５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） 

（注）平成20年12月期第3四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、平成20年12月期第1四半期につきましては記載しておりません。 

※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。 
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12月期第1四半期 146,428,700株 20年12月期  146,428,700株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  831,800株 20年12月期  831,800株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 145,596,900株 20年12月期第1四半期  ―株
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(1) 連結経営成績に関する分析  

 当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、景気の急速な悪化が続いており、厳しい状況にありま

す。企業収益は大幅に減少し、設備投資も減少、雇用情勢も急速に悪化しつつあります。 

 不動産業界においても、賃貸事業における都心地区の空室率が上昇を続ける等景気悪化の影響を受けており

ます。 

  

 このような環境のもとで当社グループは、東京23区を中心に、数多くの賃貸物件を活用して安定的かつ効率

的に不動産賃貸収入を得るというビジネスモデルに基づき、「市場競争力と成長性を備えた企業」を目標（め

ざす姿）として掲げ、中長期的な収益力の強化と成長基盤の確立に邁進してまいりました。特に既存ビルの建

替を積極的に推進し、併せて収益用不動産の選別取得も推進してまいりました。 

  

 こうした中、当第１四半期連結会計期間の連結業績は、企業向けオフィスビルの賃貸を主とした安定した不

動産賃貸収入をベースとし、営業収益は7,869百万円、営業利益3,789百万円、経常利益2,758百万円、四半期純

利益371百万円となりました。なお、特別損失において、現在推進している既存賃貸ビルの建替に伴う固定資産

除却損を756百万円、当第１四半期連結会計期間より適用した「棚卸資産の評価に関する会計基準」に伴うたな

卸資産評価損417百万円、株式市況の低迷に伴う投資有価証券評価損560百万円を計上しております。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。 

（各セグメントの営業収益は、セグメント間の内部営業収益、振替高を含みます。） 

  

（不動産事業）   

 当社グループの中核事業は、東京23区を中心に、100件以上の賃貸物件・賃貸可能面積40万㎡強を活用した

不動産賃貸業務であります。当社のビジネスモデルをより強固なものにすべく、築年数の古い物件を中心に

立地の特性に適した建替を進めることを 大の経営課題として取り組んでおります。 

 当第１四半期連結会計期間におきましては、ヒューリック八王子ビル（平成21年２月竣工）及びヒューリ

ックレジデンス元代々木（平成21年３月竣工）が竣工しており、連結子会社仙台一番町開発特定目的会社を

通じて建設が進んでいる仙台ファーストタワー（商業棟・アトリウム）も平成21年６月に竣工の予定であり

ます。 

 数寄屋橋富士ビル（平成23年２月竣工予定）及び麹町富士ビル（平成22年10月竣工予定）は、解体工事が

進み近々新ビルの着工に取りかかる予定であり、新虎ノ門ビル（平成22年８月竣工予定）及び草加家庭寮

（平成22年２月竣工予定）については、当第１四半期連結会計期間において本体工事に着工いたしました。

そのほか、本所富士ビル（平成22年１月竣工予定）、荏原富士ビル（平成22年８月竣工予定）の建替も順調

に進行しております。 

 なお、当第１四半期連結会計期間におきましては、新たに西宮荘（平成22年10月竣工予定）の建替を決定

いたしました。 

 また、当社は、将来にわたる収益力の増強の観点から、優良な新規物件の選別取得を進めておりますが、

当第１四半期連結会計期間におきましては、第二大伝馬町ビル（中央区）の区分所有部分を取得し、当社単

独の所有ビルといたしました。 

 一方、前連結会計年度より取り組み始めたＰＰＰ（Public Private Partnership）事業においても、新た

に東京都下水道局が主催する「芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業公開募集」で当社を含む企業

グループが落札者として選定されており、不動産事業の新しい形態として今後も積極的に展開をはかってま

いります。 

 不動産投資業務につきましては、 近の不動産及び金融環境等から当面慎重に対処してまいりましたが、

その中で、持分法適用関連会社である都市再開発インベストメント合同会社に658百万円の匿名組合出資をお

こない、その出資先である東池袋合同会社（持分法適用関連会社）を通じて、都心部の優良物件の区分所有

権を取得いたしました。   

 この結果、当セグメントにおける営業収益は7,090百万円、営業利益は4,305百万円となりました。   

  

（保険事業）   

 保険事業におきましては、国内・外資系の保険会社と代理店契約を結んでおり、法人から個人まで多彩な

保険商品を販売しております。保険業界は規制緩和・制度改定による自由化の進展、少子高齢化、人口減少

という社会構造の転換に加え、経済環境の悪化などにより事業環境は一段と厳しくなっております。その中

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
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で当社は、既存損保代理店の営業権取得を重点戦略として法人取引を中心に拡充に努めております。 

 この結果、当セグメントにおける営業収益は593百万円、営業利益は260百万円となりました。 

   

（その他事業） 

 その他事業におきましては、連結子会社であるヒューリック不動産サービス㈱による当社保有ビル等の営

繕工事、テナント退去時の原状回復工事、新規入居時の内装工事を中心に受注実績を積み上げております

が、営繕工事の受注が伸び悩んだ結果、当セグメントにおける営業収益は283百万円、営業利益は19百万円と

なりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は、当第１四半期連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結

子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

(2) 特別目的会社（ＳＰＣ）の連結について 

 当社においては、基金を全額拠出又はシェアの過半を拠出する一般社団法人（旧 有限責任中間法人）を通

じて保有する特別目的会社は、いずれも実質的に支配している事象があることから子会社と判定し連結してお

ります。 

 当第１四半期連結会計期間はＳＰＣ４社を連結しており、連結化の影響は以下の通りであります。 

（単位：百万円）

  

(1) 財政状態の変動状況   

（資産）  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、371,815百万円となり、対前期末比1,149百万円減少いたしまし

た。当社グループにおいては、中核事業である不動産賃貸業務をより強固なものにすべく、築年数の古い物件

を中心に特性に適した建替を積極的に推進しております。また、 近の不動産業界の動向及び金融情勢等から

手元資金を厚くし余裕ある資金繰りをおこなっております。 

 なお、当社グループは総資産に占める不動産及び投資有価証券の割合が高く、特に投資有価証券については

市況変動により残高が増減する可能性があります。当第１四半期連結会計期間において、株式市況の低迷によ

り上場株式の含み益は2,415百万円減少いたしました。 

主な項目の増減は以下の通りであります。 

 ①現金及び預金   1,933百万円減少 

 ②建物及び構築物   2,287百万円増加（建替物件の竣工等） 

 ③投資有価証券     1,833百万円減少（上場株式含み益の減少、ＳＰＣ出資増等） 

  

（負債） 

  当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、327,829百万円となり、対前期末比で1,341百万円増加いたしま

した。これは設備投資に伴い、資金調達をおこなったためであります。 

 当社グループは負債に占める借入金の割合が高く、借入金残高は272,531百万円となっておりますが、このう

ち特別目的会社（ＳＰＣ）のノンリコースローンが34,017百万円含まれております。金融機関からの資金調達

については、高い収益力を背景として安定的に低コストで調達をおこなっております。           

  

（純資産） 

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 営業収益           8,185            7,869               △316               △3.86

 営業利益           3,500           3,789                  288                 8.24

 経常利益           2,695           2,758                  63                 2.35

 四半期純利益            328            371                  42                13.04

 総資産          335,702          371,815              36,113                10.75

 総負債          292,934          327,829              34,895                11.91

 純資産           42,768           43,986                1,217                 2.84

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、43,986百万円となり、対前期末比で2,491百万円減少いたしま

した。このうち株主資本合計は、42,269百万円となり、対前期末比で507百万円減少いたしました。これは主

に、配当金の支払による利益剰余金の減少によるものであります。 

 また、評価・換算差額等合計は、１百万円となり、対前期末比で1,792百万円減少いたしました。これは上場

株式の含み益の減少により、その他有価証券評価差額金が減少したことによるものであります。 

       

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により2,995

百万円増加し、投資活動により4,674百万円減少し、財務活動において254百万円減少し、当第１四半期連結会

計期間末には16,790百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

（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2,995百万円の収入となりました。これは主に、安定した不動産賃貸収

入をベースに税金等調整前四半期純利益が961百万円及び減価償却費が860百万円あったためであります。 

  

（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4,674百万円の支出となりました。これは主に、将来にわたる収益力強

化の観点から建替を積極的に進めるとともに優良な新規物件の取得をおこなったためであります。 

  

（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254百万円の支出となりました。これは、積極的な投資を支えるための

資金調達をおこなう一方で、配当金の支払額878百万円があったためであります。 

   

 平成21年12月期の連結業績予想については、今後の見通しを勘案の上、平成21年２月６日に公表いたしました

連結業績予想を修正しております。 

 詳細につきましては、本日公表の「固定資産の譲渡と通期業績予想の修正ならびに配当予想の修正に関するお

知らせ」をご覧ください。   

  

  該当事項はありません。  

   

 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関しては、該当事項はありません。 

 また、記載すべき重要な簡便な会計処理の適用についても、該当事項はありません。 

  

① 会計基準等の変更に伴う変更  

・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。 

     ・通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました 

     が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

     月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

     基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、営業利益及び経常利益は14,295千円、税金

     等調整前四半期純利益は431,496千円それぞれ減少しております。 

     ② ①以外の変更 

    ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

     おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

     第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

     指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成

     20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこ

     とに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

３．連結業績予想に関する定性的情報

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

ヒューリック㈱（3265） 平成21年12月期　第１四半期決算短信

－ 5 －



     っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について 

     は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

    ただし、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について 

   は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

    なお、この変更により損益に与える影響はありません。 
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,848,265 18,781,595

営業未収入金 719,221 504,588

有価証券 201,911 201,818

販売用不動産 9,833,177 10,337,425

未成工事支出金 7,062 1,601

貯蔵品 2,684 1,994

繰延税金資産 131,187 214,331

その他 879,640 801,851

貸倒引当金 △3,288 △2,155

流動資産合計 28,619,862 30,843,053

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 54,198,761 51,911,684

機械装置及び運搬具（純額） 168,833 150,571

土地 216,208,136 215,650,099

建設仮勘定 2,775,195 3,374,732

その他（純額） 249,446 265,315

有形固定資産合計 273,600,373 271,352,403

無形固定資産   

のれん 502,661 455,065

借地権 12,588,704 12,590,816

その他 507,084 509,741

無形固定資産合計 13,598,451 13,555,623

投資その他の資産   

投資有価証券 53,947,525 55,780,727

差入保証金 779,584 777,622

繰延税金資産 742,563 100,744

その他 301,178 304,493

貸倒引当金 △1,993 △1,993

投資その他の資産合計 55,768,857 56,961,594

固定資産合計 342,967,682 341,869,621

繰延資産   

繰延資産合計 228,143 252,696

資産合計 371,815,687 372,965,370
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

1年内償還予定の社債 200,000 100,000

短期借入金 86,980,144 108,925,144

短期社債 18,468,035 14,968,438

未払費用 927,423 1,308,051

未払法人税等 489,856 172,235

前受金 2,175,379 2,158,805

賞与引当金 96,233 33,280

役員賞与引当金 8,100 32,200

その他 2,182,146 1,886,043

流動負債合計 111,527,318 129,584,198

固定負債   

社債 － 100,000

長期借入金 185,551,496 166,402,568

繰延税金負債 210,284 403,862

退職給付引当金 279,691 284,290

役員退職慰労引当金 38,800 37,000

長期預り保証金 29,769,557 29,223,784

その他 452,500 452,500

固定負債合計 216,302,329 196,904,005

負債合計 327,829,647 326,488,203

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,879,151 3,879,151

資本剰余金 3,519,151 3,519,151

利益剰余金 34,994,039 35,501,494

自己株式 △122,969 △122,969

株主資本合計 42,269,372 42,776,827

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,574 1,794,544

評価・換算差額等合計 1,574 1,794,544

少数株主持分 1,715,092 1,905,794

純資産合計 43,986,039 46,477,166

負債純資産合計 371,815,687 372,965,370
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益 7,869,799

営業原価 2,638,517

営業総利益 5,231,281

販売費及び一般管理費 1,441,744

営業利益 3,789,536

営業外収益  

受取利息 6,136

受取配当金 69,782

持分法による投資利益 80,586

賃貸解約関係収入 119,120

その他 14,024

営業外収益合計 289,650

営業外費用  

支払利息 1,158,084

その他 162,536

営業外費用合計 1,320,621

経常利益 2,758,566

特別利益  

投資有価証券売却益 1,755

特別利益合計 1,755

特別損失  

たな卸資産評価損 417,201

固定資産除却損 756,345

建替関連損失 26,771

投資有価証券評価損 560,196

その他 38,703

特別損失合計 1,799,218

税金等調整前四半期純利益 961,103

法人税、住民税及び事業税 579,858

法人税等調整額 △17,039

法人税等合計 562,818

少数株主利益 27,168

四半期純利益 371,116
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31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 961,103

減価償却費 860,476

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,132

賞与引当金の増減額（△は減少） 62,953

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,598

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,800

受取利息及び受取配当金 △75,919

支払利息 1,158,084

持分法による投資損益（△は益） △80,586

たな卸資産評価損 431,496

有形固定資産除却損 756,345

投資有価証券売却損益（△は益） △8,488

投資有価証券評価損益（△は益） 560,196

売上債権の増減額（△は増加） △214,633

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,602

差入保証金の増減額（△は増加） △1,962

預り保証金の増減額（△は減少） 545,772

その他の資産の増減額（△は増加） △287,872

その他の負債の増減額（△は減少） 344,913

小計 5,052,715

利息及び配当金の受取額 76,020

利息の支払額 △1,599,076

法人税等の支払額 △534,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,995,659

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 △3,124,306

無形固定資産の取得による支出 △88,420

投資有価証券の取得による支出 △1,530,379

投資有価証券の売却による収入 67,330

投資有価証券の償還による収入 240,000

子会社株式の取得による支出 △258,063

貸付金の回収による収入 246

その他 19,530

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,674,062
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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） △16,970,000

短期社債の純増減額（△は減少） 3,419,850

長期借入れによる収入 33,980,000

長期借入金の返済による支出 △19,806,072

配当金の支払額 △878,572

財務活動によるキャッシュ・フロー △254,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,933,196

現金及び現金同等物の期首残高 18,723,303

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,790,107
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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１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分は、売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

（1）不動産事業・・・・・不動産賃貸業務、不動産開発・分譲業務、不動産投資業務等 

（2）保険事業・・・・・・保険代理店業務  

（3）その他事業・・・・・建築工事請負、設計・工事監理業務 

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） 

   「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」２．(1) に記載の通り、当第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、不動産事業の営業利益が14,295

千円減少しております。  

  

  本国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、該当事項はありません。  

  

  海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

 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〕

  
不動産事業 
（千円） 

保険事業
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

営業収益             

(1）外部顧客に対する営

業収益 
 7,087,646  593,904  188,247  7,869,799  －  7,869,799

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
 2,692  －  95,643  98,335 (98,335)  －

計  7,090,338  593,904  283,891  7,968,134 (98,335)  7,869,799

営業利益  4,305,217  260,096  19,166  4,584,480 (794,943)  3,789,536

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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          平成20年12月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、該当事項はありません。 

  

  

  （重要な後発事象）  

 当社は、平成21年４月28日開催の取締役会において、下記の通り保有する固定資産を譲渡することを決議いた

しました。 

 これは、不動産ポートフォリオ戦略の一環として、当該固定資産を株式会社みずほ銀行に譲渡することとした

ものであります。 

（1）譲渡する相手会社の名称 

    株式会社みずほ銀行  

（2）譲渡資産の内容 

① 所在地   東京都目黒区上目黒２丁目９番５号 

② 名称    中目黒センタービル 

③ 資産の概要 土地面積10,079.47㎡ 建物面積42,767.52㎡ 

④ 譲渡前の使途 賃貸ビル 

（3）譲渡の時期 

① 売買契約締結予定日 平成21年７月１日 

② 物件引渡予定日   平成21年７月１日 

（4）譲渡価額等 

① 譲渡価額       46,000百万円 

② 譲渡資産帳簿価額   15,306百万円 

③ 固定資産売却益    30,694百万円 

※譲渡資産帳簿価額につきましては、引渡時期の予想帳簿価額を記載しております。 

    

  

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

６．その他の情報
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