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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 50,544 △28.7 6,505 △65.4 6,813 △64.8 3,570 △69.0

20年3月期 70,908 0.8 18,814 △10.1 19,381 △9.7 11,502 4.6

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
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 124.84 ― 5.8 6.2 12.9
20年3月期 402.19 ― 19.4 15.9 26.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 98,963 60,211 60.8 2,105.32
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  60,211百万円 20年3月期  63,114百万円

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

21年3月期 △23,214 526 5,517 16,895
20年3月期 12,104 △4,696 △10,608 35,785

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 50.00 ― 60.00 110.00 3,145 27.4 5.3
21年3月期 ― 60.00 ― 60.00 120.00 3,431 96.1 5.6

22年3月期 
（予想）

― 40.00 ― 60.00 100.00 58.4

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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）

 

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

25,000 △5.8 3,000 △8.7 3,000 △15.4 1,700 △8.7 59.44

通期 55,000 8.8 8,500 30.7 8,500 24.8 4,900 37.2 171.33
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 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  174株 20年3月期  156株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 45,722 △25.9 6,070 △66.1 5,902 △66.6 3,236 △68.6

20年3月期 61,713 2.8 17,891 △4.8 17,680 △4.7 10,319 11.9

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
円 銭 円 銭

21年3月期 113.18 ―

20年3月期 360.84 ―

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 109,672 59,689 54.4 2,087.06
20年3月期 128,518 59,774 46.5 2,090.02

（参考） 自己資本 21年3月期  59,689百万円 20年3月期  59,774百万円

※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。 
 業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１． 経営成績 (1) 経営成績に関する分析」をご覧く
ださい。 
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当期におけるわが国経済は、米国、欧州そして世界各国へ拡大した金融市場の混乱や株価下落、急

激な為替変動等により、特に米国の大手金融機関が破綻した昨年秋以降、金融危機が実体経済にも大

きく波及し、外需に依存していた輸出関連企業を中心とした企業収益が大幅に減少するとともに、生

産も極めて大幅に減少いたしました。加えて、家計部門においても雇用や所得への不安が消費者マイ

ンドを大幅に冷え込ませて、国内景気は後半から期末にかけて急速に悪化し、経済全体が大きく冷え

込みました。 

 このような経済情勢の急激な悪化の中、わが国金融機関の不動産融資に対する姿勢は厳しさを増し

ており、当不動産流通業界におきましても、購入者の資金繰りの悪化から、法人取引や高額物件の取

引等が大幅に減少いたしました。さらには、上期は比較的堅調だった中古マンションの取引も、先行

き懸念による購入者の手控え等により、取引件数は、特に第３四半期において大きく減少いたしまし

た。新築マンションの取引につきましては、供給戸数が対前期大きく減少したにもかかわらず、初月

契約率は低調に推移するなど、厳しい状況が続きました。 

 以上のような経済・業界環境の下、当期における当社グループの営業収益は50,544百万円(前期比

28.7％減)、営業利益は6,505百万円(同65.4％減)、経常利益は6,813百万円(同64.8％減)、当期純利

益は3,570百万円(同69.0％減)を計上いたしました。 

  
  

(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、リテール部門の店舗戦略につきましては、首都圏に「方南町」、「等々

力」、「勝どき」の３店舗を上期に新規出店いたしましたが、市況が急速に冷え込む中、下期につ

いては、首都圏に「鶴川」、愛知県に「刈谷」の２店舗の新規出店に留めました。なお、当期末現

在の直営ネットワークは、首都圏141店舗、関西圏70店舗、その他32店舗の計243店舗であります。

またＩＴ戦略では、インターネット経由での売り物件や買い顧客の掘り起こしを図ることにより、

効率的な広告効果の実現等に努めました。ホールセール部門につきましては、ＣＲＥ戦略を切り口

に、不動産を保有する法人等との関係作りに努めてまいりました。 

 しかしながら、市況悪化の影響は予想以上に大きく、仲介業務の業績は、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27,822件(前期比6.5％減)、取扱高は821,209百万

円(同25.9％減)、営業収益は40,032百万円(同24.3％減)、広告費等の経費節減に努力いたしました

が、営業利益は8,599百万円(同55.2％減)の計上となりました。 

１. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

前 期 当 期
前期比

増 減 増減率

営業収益 70,908 50,544 △20,364 △28.7％

営業利益 18,814 6,505 △12,308 △65.4％

経常利益 19,381 6,813 △12,568 △64.8％

当期純利益 11,502 3,570 △7,932 △69.0％
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(単位：百万円)
 

  

〔受託販売業務〕  

 受託販売業務におきましては、販売期間の長期化に加えて、当期は大型物件の引渡が前期に比べ

て大きく減少し、取扱件数は3,664件(前期比45.5％減)、取扱高は134,327百万円(同51.2％減)、営

業収益は3,987百万円(同44.0％減)、営業利益は40百万円(同96.7％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について、空室率が上昇傾向で推移す

るとともに、平均賃料も弱含み傾向が続く中、営業収益は2,550百万円(前期比3.1％減)、営業利益

は1,408百万円(同5.7％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の環境が低迷する中、営業収益

3,796百万円(前期比52.0％減)、営業利益5百万円(同98.7％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523百万円(前

期比29.8％減)、営業利益190百万円(同39.4％減)を計上いたしました。 

  

前 期 当 期
前期比

増 減 増減率

取扱件数(件) 29,753 27,822 △1,931 △6.5％

取扱高 1,107,850 821,209 △286,641 △25.9％

営業収益 52,903 40,032 △12,871 △24.3％

営業利益 19,190 8,599 △10,591 △55.2％

前 期 当 期
前期比

増 減 増減率

取扱件数(件) 6,721 3,664 △3,057 △45.5％

取扱高 275,415 134,327 △141,087 △51.2％

営業収益 7,119 3,987 △3,132 △44.0％

営業利益 1,232 40 △1,192 △96.7％

前 期 当 期
前期比

増 減 増減率

営業収益 2,632 2,550 △82 △3.1％

営業利益 1,494 1,408 △85 △5.7％

前 期 当 期
前期比

増 減 増減率

営業収益 7,907 3,796 △4,111 △52.0％

営業利益 410 5 △404 △98.7％
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今後のわが国経済は、当面、悪化が続くと思われますが、在庫調整が進展するにつれて、悪化のテ

ンポが緩やかになっていくことが期待されます。ただし、生産活動が極めて低い水準にあることか

ら、大幅な雇用調整が引き続き懸念されるところであり、景気をさらに下押しするリスクには留意す

る必要があります。このような見通しの中、政府等による相次ぐ景気対策は、一定の効果を発揮する

ことが期待されます。当不動産流通業界におきましても、住宅ローン減税をはじめとした政府等の施

策により、買い顧客の集客数は一定の回復を見せており、不動産に対する根強い需要を確認できたこ

とは、次期に向けた明るい材料の一つと思われます。ただし、不動産価格動向等には充分留意する必

要があると思われます。 

 このような状況の中、当社グループといたしましては、引き続き主力の仲介業務を核として、挽回

を図ってまいりたいと考えております。仲介業務のリテール部門につきましては、既存店舗の充実を

図り、中古マンションの取引を中心に、着実なエンドユーザーの住宅需要を取り込んでまいります。

また、ＩＴ戦略も引き続き推進し、業務効率化と生産性の向上、効率的な広告効果の実現等に努めて

まいります。ホールセール部門につきましては、ＣＲＥ戦略支援の推進により優良顧客を開拓し、収

益に結び付けてまいりたいと考えております。 

 受託販売業務につきましては、優良受託物件の仕入体制の強化とともに、分譲デベロッパーとエン

ドユーザーとの間の的確な橋渡しにより、販売効率の向上に努めてまいります。 

 加えて、子会社につきましては、それぞれ不動産流通事業周辺での収益獲得につなげるべく、グル

ープの連携を強化し、成長を図ってまいりたいと考えております。 

 以上により、次期の業績につきましては、営業収益55,000百万円(前期比8.8％増)、営業利益8,500

百万円(同30.7％増)、経常利益8,500百万円(同24.8％増)、当期純利益4,900百万円(同37.2％増)を見

込んでおります。 

 なお、業績予想の前提といたしまして、仲介業務のリテール部門における１件当たり取扱価格は、

前期比5％弱の下落を想定しております。 
  

(単位：百万円)
 

  

また、平成19年５月に発表いたしました平成20年(2008年)３月期から平成22年(2010年)３月期まで

の３年間を対象期間とする中期経営計画「新中期経営計画２０１０」の進捗につきましては、先述の

ような経済環境、事業環境の変化等により、 終目標の達成に向けては厳しい状況ではありますが、

今後も全社一丸となり業績拡大に取り組んでまいりたいと考えております。 

  

②次期の見通し

当 期
(実 績)

次 期
(予 想)

前期比

増 減 増減率

営業収益 50,544 55,000 4,455 8.8％

営業利益 6,505 8,500 1,994 30.7％

経常利益 6,813 8,500 1,686 24.8％

当期純利益 3,570 4,900 1,329 37.2％
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流動資産は、預り金が大幅に減少したことから、現金及び預金の減少等により、前期に比べて

21,346百万円減少の29,420百万円となりました。 

 有形固定資産は、仲介店舗の出店・移転・改装等による取得がありましたが、減価償却や賃貸資産

の売却により、前期に比べて464百万円減少の55,419百万円となりました。 

 無形固定資産は、ソフトウェアの取得があったものの減価償却が進んだため、前期に比べて94百万

円減少の500百万円となりました。 

 投資その他の資産は、破産更生債権等の回収等による収入があったことにより、前期に比べて387

百万円減少の13,623百万円となりました。 

 以上により、固定資産は、前期に比べて946百万円減少の69,543百万円となりました。 

 また、資産合計では、流動資産、固定資産とも減少し、前期に比べて22,293百万円減少の98,963百

万円となりました。 

 流動負債は、短期借入金の増加があったものの、預り金の減少により、前期に比べて19,105百万円

減少の33,943百万円となりました。 

 固定負債は、長期借入金の減少を主要因として、前期に比べて285百万円減少の4,807百万円となり

ました。 

 以上により、負債合計では、流動負債、固定負債ともに減少し、前期に比べて19,390百万円減少の

38,751百万円となりました。 

 純資産の部は、当期純利益の計上により利益剰余金は増加いたしましたが、為替換算調整勘定等の

減少により、前期に比べて2,902百万円減少の60,211百万円となりました。この結果、自己資本比率

は前期の52.1％から60.8％と、8.7ポイント上昇いたしました。 

  
  

(単位：百万円)
 

  

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

前 期 末 当 期 末
前期比

増 減 増減率

総資産 121,256 98,963 △22,293 △18.4％

負債 58,142 38,751 △19,390 △33.4％

純資産 63,114 60,211 △2,902 △4.6％

自己資本比率(％) 52.1 60.8 ＋8.7 ―
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当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末の35,785百万円から18,890百万円減少

(52.8％減)し、16,895百万円となりました。 

  

〔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、税金等調整前当期純利益6,237百万円の計上、減価償却

費の増減額873百万円、法人税等の支払額△5,204百万円、預り金の増減額△24,341百万円等によ

り、23,214百万円の支出(前期は12,104百万円の収入)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、1,126百万円の収入(前期は12,829百万円の収入)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、有形固定資産の取得による支出がありましたが、短期貸

付金の返済、その他で収入があったため、526百万円の収入(前期は4,696百万円の支出)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、短期借入金の借入れ、配当金の支払い等により、5,517

百万円の収入(前期は10,608百万円の支出)となりました。 
  

(単位：百万円)
 

  

②キャッシュ・フローの状況

前 期 当 期
前期比

増 減 増減率

営業活動による
キャッシュ・フロー

12,104 △23,214 △35,318 ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

△4,696 526 ＋5,223 ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

△10,608 5,517 ＋16,126 ―

現金及び現金同等物
の期末残高

35,785 16,895 △18,890 △52.8％
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 

※自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注)１. 各指標は、いずれも連結ベー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、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式控除後)により算出し

ております。 

   ３. キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローを使用しております。 

   ４. 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支払っている全て

の負債を対象としております。 

   ５. 平成21年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・ガバレッ

ジ・レシオは、キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。 

  

  

当社は、株主に対する利益還元を重要課題の一つと考え、業績の状況、内部留保の充実並びに配当性

向等を総合的に勘案し決定する方針をとってまいりたいと考えております。配当は、安定的な充実を基

本とし、記念すべき節目や各期の経営成績等をふまえ実施していく所存であります。 

当期の配当金につきましては、上記基本方針に基づき、１株当たり年間配当金といたしまして、前期

に比べて10円増配の120円(うち中間配当60円)を予定しております。 

なお、次期の配当金につきましては、１株当たり年間配当金100円(うち中間配当40円)とさせていた

だく予定であります。 

  

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(％) 34.1 44.2 45.0 52.1 60.8

時価ベースの 
自己資本比率(％)

146.4 204.9 211.9 79.7 81.9

キャッシュ・フロー
対有利子負債比率(％)

130.3 546.3 61.3 81.8 ―

インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ

106.8 20.4 115.5 53.8 ―

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、当社及び子会社８社並びに関連会社１社により構成され、その業務は仲介業務、受託

販売業務、賃貸業務、不動産販売業務、その他の業務であります。 

当社の親会社は住友不動産株式会社であり、当社は同社が開発・分譲するマンション、戸建住宅等を、

同社より委託を受け販売しております。また、当社は同社より本社事務所等を賃借しております。 

当社グループの業務に係る位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

なお、海外については、米国における持株会社である米国住友不動産販売インク(連結子会社)のもと、下

記のセグメントにおいて業務を行っております。 

  

(1) 仲介業務 

当社が、全国の主要都市において、住宅等の仲介業務を行っております。また、住友不動産販売

N.Y.インク(連結子会社)が、米国ニューヨーク州及びその周辺において住宅等の仲介業務を行ってお

ります。 

  

(2) 受託販売業務 

当社が、全国の主要都市において、住友不動産株式会社をはじめとするデベロッパー等が開発・分

譲するマンション、戸建住宅等の受託販売業務を行っております。また、住友不動産販売N.Y.インク

が、米国ニューヨーク州及びその周辺においてデベロッパー等が開発・分譲するコンドミニアム等の

受託販売業務を行っております。 

なお、ステップ・アソシエイツ株式会社(連結子会社)は、受託販売業務に係る人材の派遣を行って

おり、当社に対しても人材を派遣しております。 

  

(3) 賃貸業務 

当社及びステップ・プロパティーズ株式会社(連結子会社)が、主に首都圏において、オフィスビ

ル、マンション等の賃貸業務を行っております。 

なお、ステップ・プロパティーズ株式会社は、賃貸資産の管理業務を当社に委託しております。ま

た、当社は、六本木ファーストビル等の管理業務を六本木ファーストビル株式会社(関連会社)に委託

しております。 

  

(4) 不動産販売業務 

ウエル横浜株式会社(連結子会社)及びステップ・インベストメント株式会社(連結子会社)が、不動

産販売業務を行っております。 

なお、ウエル横浜株式会社及びステップ・インベストメント株式会社は、当社に不動産売買の仲介

依頼をしております。 

  

(5) その他の業務 

当社及びステップ・ローン・パートナーズ株式会社(連結子会社)が、住宅ローンに係る事務代行業

務を行っております。 

  

２. 企業集団の状況
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以上のグループについて図示すると、次のとおりであります。 
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当社グループの経営の基本方針は、「顧客第一主義」のもと、不動産の仲介・受託販売という不動産

流通業の遂行を通じて、人々のニーズにあった快適なライフステージを提供し、住生活の向上に貢献す

ることであります。 

さらに、当社の知名度・イメージの向上を図るため昭和57年６月に導入したＣＩでは、主力の仲介業

務の愛称を「住友の仲介・Ｓｔｅｐ(ステップ)」といたしましたが、この「Ｓｔｅｐ(ステップ)」とい

う愛称には、「住み替えを通じてお客様に住まいをステップアップしていただきたい」という当社の強

い願いが込められております。 

  

  

当社グループでは、絶え間ぬ生産性の追及、効率性の向上が目標として掲げられます。これらを計る

指標として、株主重視の観点からも、自己資本当期純利益率(ＲＯＥ)並びに売上高営業利益率が目標と

して重視する経営指標となります。 

  

  

当社グループでは、経営の基本方針である「顧客第一主義」を再徹底し、主力業務である仲介業務の

リテール部門を牽引役として、中古住宅の取引を中心としたエンドユーザーの需要を着実に取り込むこ

とにより、不動産流通事業の成長を維持することで、更なる株主価値の極大化を図ってまいります。 

 リテール部門の成長戦略としては、新規出店並びに移転・改装等による既存店舗の充実等による店舗

戦略、業務効率化と効率的な広告効果の実現等によるＩＴ戦略を中心に、各種セミナーの開催やリピー

ター対策・周辺サービスとの連携等により、お客様のサービス向上に努めてまいります。 

  
  

  

  

３. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

住友不動産販売㈱(8870)　平成21年３月期決算短信

－ 11 －



４. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(平成21年３月31日) 

資産の部

流動資産

現金及び預金 35,782 16,892

営業未収入金 682 593

有価証券 3 2

たな卸資産 6,229 －

販売用不動産 － 4,712

未成業務支出金 － 1,701

繰延税金資産 2,135 1,880

その他 5,937 3,640

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 50,767 29,420

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 20,359 20,482

減価償却累計額 △9,851 △10,351

減損損失累計額 － △40

建物及び構築物（純額） 10,507 10,090

土地 45,099 45,061

リース資産 － 21

減価償却累計額 － △1

リース資産（純額） － 19

その他 1,223 1,232

減価償却累計額 △946 △984

その他（純額） 276 247

有形固定資産合計 55,883 55,419

無形固定資産 594 500

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 1,080 ※1 983

破産更生債権等 11,439 11,234

繰延税金資産 1,531 1,599

その他 4,989 4,821

貸倒引当金 △5,030 △5,016

投資その他の資産合計 14,010 13,623

固定資産合計 70,489 69,543

資産合計 121,256 98,963
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 241 228

短期借入金 9,650 18,850

リース債務 － 6

未払法人税等 4,026 1,243

賞与引当金 2,191 1,602

預り金 34,367 10,026

その他 2,571 1,986

流動負債合計 53,049 33,943

固定負債

長期借入金 250 －

リース債務 － 14

退職給付引当金 2,719 2,895

役員退職慰労引当金 229 209

その他 1,894 1,688

固定負債合計 5,093 4,807

負債合計 58,142 38,751

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 59,858 59,996

自己株式 △1 △1

株主資本合計 66,370 66,508

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △121 △10

繰延ヘッジ損益 218 △103

為替換算調整勘定 △3,353 △6,182

評価・換算差額等合計 △3,256 △6,296

純資産合計 63,114 60,211

負債純資産合計 121,256 98,963
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(2) 連結損益計算書

(単位：百万円) 

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

営業収益 70,908 50,544 

営業原価 47,380 39,546

売上総利益 23,528 10,998 

販売費及び一般管理費 

給料及び賞与 1,167 1,168 

賞与引当金繰入額 65 47 

退職給付費用 27 24 

役員退職慰労引当金繰入額 39 29 

賃借料 536 517 

支払手数料 507 － 

貸倒引当金繰入額 0 9 

その他 2,369 2,695 

販売費及び一般管理費合計 4,714 4,493 

営業利益 18,814 6,505 

営業外収益 

受取利息 120 205 

為替差益 669 203 

その他 40 105 

営業外収益合計 831 514 

営業外費用 

支払利息 215 178 

その他 48 29 

営業外費用合計 264 207 

経常利益 19,381 6,813 

特別利益 

固定資産売却益 ※1 36 ※1 － 

特別利益合計 36 － 

特別損失 

固定資産売却損 ※2 － ※2 1 

固定資産除却損 ※3 46 ※3 12 

減損損失 ※4 － ※4 43 

たな卸資産評価損 － 253 

投資有価証券評価損 57 264 

特別損失合計 104 575 

税金等調整前当期純利益 19,313 6,237 

法人税、住民税及び事業税 6,777 2,448 

法人税等調整額 1,033 218 

法人税等合計 7,810 2,666 

当期純利益 11,502 3,570 
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(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円) 

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

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,970 2,970 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,970 2,970 

資本剰余金 

前期末残高 3,543 3,543 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,543 3,543 

利益剰余金 

前期末残高 51,215 59,858 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,859 △3,431 

当期純利益 11,502 3,570 

当期変動額合計 8,642 138 

当期末残高 59,858 59,996 

自己株式 

前期末残高 △0 △1 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △1 △1 

株主資本合計 

前期末残高 57,727 66,370 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,859 △3,431 

当期純利益 11,502 3,570 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 8,642 138 

当期末残高 66,370 66,508 
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(単位：百万円) 

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

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △38 △121 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△82 110 

当期変動額合計 △82 110 

当期末残高 △121 △10 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 573 218 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△354 △322 

当期変動額合計 △354 △322 

当期末残高 218 △103 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △2,812 △3,353 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△541 △2,828 

当期変動額合計 △541 △2,828 

当期末残高 △3,353 △6,182 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △2,277 △3,256 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△978 △3,040 

当期変動額合計 △978 △3,040 

当期末残高 △3,256 △6,296 

純資産合計 

前期末残高 55,450 63,114 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,859 △3,431 

当期純利益 11,502 3,570 

自己株式の取得 △0 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △978 △3,040 

当期変動額合計 7,663 △2,902 

当期末残高 63,114 60,211 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(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 
(自 平成20年４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 

税金等調整前当期純利益 19,313 6,237 

減価償却費 871 873 

減損損失 － 43 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △93 △15 

賞与引当金の増減額（△は減少） △11 △588 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 93 176 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △43 △20 

受取利息及び受取配当金 △137 △251 

為替差損益（△は益） △669 △203 

支払利息 215 178 

固定資産売却損益（△は益） △36 1 

固定資産除却損 46 12 

たな卸資産評価損 － 253 

投資有価証券評価損益（△は益） 57 264 

売上債権の増減額（△は増加） 416 81 

たな卸資産の増減額（△は増加） 615 △437 

営業貸付金の増減額（△は増加） △78 84 

仕入債務の増減額（△は減少） △83 △7 

預り金の増減額（△は減少） △725 △24,341 

破産更生債権等の増減額（△は増加） 243 205 

その他 △267 △615 

小計 19,725 △18,068 

利息及び配当金の受取額 129 232 

利息の支払額 △225 △174 

法人税等の支払額 △7,525 △5,204 

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,104 △23,214 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

短期貸付金の増減額（△は増加） △3,995 455 

有形固定資産の取得による支出 △343 △350 

有形固定資産の売却による収入 365 68 

無形固定資産の取得による支出 － △131 

投資有価証券の取得による支出 △500 － 

投資有価証券の売却及び償還による収入 469 19 

その他 △692 466 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,696 526 

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） △4,200 9,200 

長期借入金の返済による支出 △3,550 △250 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △2,858 △3,431 

その他 － △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,608 5,517 

現金及び現金同等物に係る換算差額 167 △1,719 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,033 △18,890 

現金及び現金同等物の期首残高 38,819 35,785 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 35,785 ※1 16,895 
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該当事項はありません。 

  

  

子会社は全て連結されております。 

当該連結子会社は、ステップ・プロパティーズ株式会社、ステップ・アソシエイツ株式会社、ウエ

ル横浜株式会社、ステップ・ローン・パートナーズ株式会社、ステップ・インベストメント株式会

社、米国住友不動産販売インク、住友不動産販売N.Y.インク、S.R.E.S.-ZGPインクの８社です。 

  

(1) 持分法を適用した関係会社はありません。 

(2) 持分法を適用しない関連会社は六本木ファーストビル株式会社１社です。六本木ファーストビル

株式会社については、持分法の適用による連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

  

在外連結子会社の決算日は12月31日です。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表

を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整が行われておりま

す。なお、他の連結子会社の決算日は、連結決算日と合致しております。 

  

(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)によっております。 

b.その他有価証券 

 ・時価のあるもの 

連結決算期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しております。)によっております。 

 ・時価のないもの 

移動平均法による原価法によっております。 

なお、投資事業有限責任組合に類する組合への出資(金融商品取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可

能な 近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 
  

②デリバティブ 

 時価法によっております。 
  

③たな卸資産 

a.販売用不動産 

 個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。 

b.未成業務支出金 

 個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。 

 (会計方針の変更) 

当連結会計年度より、「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日公表分)を適用しております。 

これにより営業利益及び経常利益は0百万円、税金等調整前当期純利益は253百万円それぞれ

減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 
  

(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(リース資産を除く) 

 建物(その付属設備は除く。)は定額法、その他は定率法によっております。ただし、在外連結

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 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

２．持分法の適用に関する事項

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

４．会計処理基準に関する事項
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子会社については、すべての有形固定資産に定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数及び残存価額は、法人税法の規定と同一の方法に基づいております。 

 また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した

翌年から５年間で均等償却する方法によっております。 
  

②無形固定資産(リース資産を除く) 

 ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(５年)による定額法に

よっております。 
  

③リース資産 

 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については、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、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日

以前の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投資その他の資産 

 長期前払費用については、均等償却によっております。 

 なお、償却期間は、法人税法の規定と同一の方法に基づいております。 
  

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 営業未収入金等の回収事故に対処して、一般債権については原則として貸倒実績率により、破

産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しており

ます。 
  

②賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に対処して、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計

上しております。 
  

③退職給付引当金 

 連結財務諸表提出会社は、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

付債務の見込額に基づき計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、その発生年度の翌連結会計年度に一括費用処理する方法によって

おります。 
  

④役員退職慰労引当金 

 連結財務諸表提出会社は、役員の退任に伴う退職慰労金の支払いに対処して、内規に基づく期

末要支払額を計上しております。 
  

(4) 重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 原則として、繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利スワップ取引については、特例

処理の要件を満たしているため、すべて特例処理によっております。 
  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。

 a.ヘッジ手段……金利スワップ 

    ヘッジ対象……借入金 

 b.ヘッジ手段……為替予約及び通貨スワップ 

  ヘッジ対象……外貨建予定取引 
  

③ヘッジ方針 

 「市場リスク管理規程」及び「リスク別管理要領」等の内部規程に基づき、金利変動リスク及

び為替相場変動リスクをヘッジすることとしております。 
  

④ヘッジ有効性の評価方法 

 金利スワップは特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定は省略しております。ま

た、為替予約及び通貨スワップについては、ヘッジ対象の予定取引に関する条件が同一であるた

め、有効性の判定は省略しております。 
  

(5) 消費税等の会計処理について 
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 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地

方消費税は長期前払費用に計上し、５年間で均等償却を行っております。 

  

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。なお、連結子会社の

資産及び負債の評価に当たり、評価差額は発生しておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

手許現金、要求払預金及び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

わない取得日から３ヶ月以内に満期日又は償還日が到来する短期的な投資を資金の範囲としておりま

す。 

  

  

(リース取引に関する会計基準) 

「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)を当連結会

計年度から適用し、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によっております。 

この適用による損益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。 

  

(連結貸借対照表関係) 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20年８月７日内閣府令第50号)が適用となるこ

とに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会計年

度から「販売用不動産」「仕掛販売用不動産」「未成業務支出金」に区分しております。なお、前

連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「販売用不動産」「仕掛販売用不動産」「未成業務支出

金」はそれぞれ4,309百万円、448百万円、1,471百万円であります。         
  

(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度において区分掲記しておりました「支払手数料」(当連結会計年度417百万円)

は、販売費及び一般管理費の総額の百分の十以下となったため、当連結会計年度においては販売費

及び一般管理費「その他」に含めて表示しております。         

  

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

 会計処理の変更

 表示方法の変更
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 5百万円

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券(株式) 5百万円

○偶発債務

連結会計年度末日現在の保証債務の内容及び金額は

次のとおりであります。

○偶発債務

連結会計年度末日現在の保証債務の内容及び金額は

次のとおりであります。

 

被保証者 保証金額(百万円)

ローン利用者 9

一般顧客 9

計 19

 (注) １ ローン利用者に対する保証は、住宅ローン

利用者の金融機関からの借入金に対するも

のであります。

  ２ 一般顧客に対する保証は、仲介取引におけ

る買主が売主に支払う契約手付金等に対す

るものであります。

 

被保証者 保証金額(百万円)

ローン利用者 6

計 6

  (注) ローン利用者に対する保証は、住宅ローン利用

者の金融機関からの借入金に対するものであり

ます。

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(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
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 固定資産売却益の主なものは、土地、建物及び構

築物の売却によるものであります。

※２               ――――― 

 

※３ 固定資産除却損の主なものは、建物及び構築物の

除却によるものであります。

※４               ――――― 

 

 

※１               ――――― 

 

※２ 固定資産売却損の主なものは、土地、建物及び構

築物の売却によるものであります。

※３          同左

※４ 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しておりま

す。

場所 用途 種類
金額

(百万円)

神奈川県藤沢市 遊休資産 建物 43

（減損損失の認識に至った経緯）

 上記の建物については、賃貸資産として取得し

ましたが、テナントの退去による空室状態で現状

での有効利用が難しい遊休資産であり、今後の利

用計画も無く現在は売却活動中であります。  

 売却予定により回収可能価額が著しく低下した

ため、減損損失を認識いたしました。 

（資産のグルーピングの方法）

 事業の種類別セグメントを基準に概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す 小の単位として

店舗を基本単位とした資産のグルーピングを行な

っており、賃貸資産及び遊休資産については個別

の物件ごとにグルーピングしております。

（回収可能価額の算定方法等）

 正味売却価額により測定しており、近隣取引事

例を基本に算定しております。
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(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加18株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

  

 
  

  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 28,600,000 ― ― 28,600,000

２．自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 138 18 ― 156

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月27日 
定時株主総会

普通株式 1,429 50.00 平成19年３月31日 平成19年６月28日

平成19年11月７日 
取締役会

普通株式 1,429 50.00 平成19年９月30日 平成19年12月６日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月26日 
定時株主総会

普通株式 1,715 利益剰余金 60.00 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加18株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 28,600,000 ― ― 28,600,000

２．自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 156 18 ― 174

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月26日 
定時株主総会

普通株式 1,715 60.00 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年11月５日 
取締役会

普通株式 1,715 60.00 平成20年９月30日 平成20年12月４日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

   次のとおり決議を予定しております。

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月25日 
定時株主総会

普通株式 1,715 利益剰余金 60.00 平成21年３月31日 平成21年６月26日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(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
(自 平成20年４月１日
至 平成21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

現金及び預金 35,782百万円

有価証券(MMF) 3百万円

現金及び現金同等物 35,785百万円

※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 16,892百万円

有価証券(MMF) 2百万円

現金及び現金同等物 16,895百万円

住友不動産販売㈱(8870)　平成21年３月期決算短信

－ 23 －



  

 
 (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。 

 
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3,809百万円であり、主として連

結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用です。 

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50,377百万円であり、主として連結財務諸表提

出会社の現金及び預金、繰延税金資産及び管理部門に係る資産です。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

６．当社及び国内連結子会社は法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。また、平成

19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営業費用は「仲介」が11百万

円、「受託販売」が0百万円、「賃貸」が8百万円、「不動産販売」が0百万円、「その他」が0百万円、

「消去又は全社」が1百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  

(セグメント情報)

１．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

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)

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

52,718 7,047 2,492 7,907 743 70,908 ― 70,908

 (2) セグメント 
   間の内部営 
   業収益又は 
   振替高

185 72 140 ― 2 401 (401) ―

計 52,903 7,119 2,632 7,907 746 71,309 （401) 70,908

  営業費用 33,713 5,887 1,137 7,497 432 48,667 3,426 52,094

  営業利益 19,190 1,232 1,494 410 313 22,642 (3,827) 18,814

Ⅱ 資産、減価償 
  却費及び資本 
  的支出

  資産 10,609 2,022 55,215 5,615 6,810 80,272 40,984 121,256

  減価償却費 305 8 362 3 2 683 187 871

  資本的支出 404 13 12 20 0 450 36 487

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
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 (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。 

 
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3,745百万円であり、主として連

結財務諸表提出会社の管理部門に係る費用です。 

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30,172百万円であり、主として連結財務諸表提

出会社の現金及び預金、繰延税金資産及び管理部門に係る資産です。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度については、全セグメントの営業収益の合計及び全セグメント

の資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも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。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度については、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。 

  

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

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)

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

39,890 3,890 2,443 3,796 523 50,544 ― 50,544

 (2) セグメント 
   間の内部営 
   業収益又は 
   振替高

142 97 106 ― ― 345 (345) ―

計 40,032 3,987 2,550 3,796 523 50,890 （345) 50,544

  営業費用 31,433 3,947 1,141 3,790 333 40,645 3,393 44,039

  営業利益 8,599 40 1,408 5 190 10,244 (3,738) 6,505

Ⅱ 資産、減価償 
  却費及び資本 
  的支出

  資産 9,342 2,128 54,581 5,338 6,434 77,825 21,137 98,963

  減価償却費 324 10 348 3 0 687 186 873

  資本的支出 242 6 55 0 0 304 135 439

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

２．所在地別セグメント情報

３．海外営業収益
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(注) 取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。 

  

住宅等の受託販売等の取引条件については、同社との間で交渉の上締結した「販売業務委託協定

書」の定めによるほか、市場価格等に基づいて決定しております。 

  

(追加情報) 

当連結会計年度から、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号 平成18年10月

17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 平成18年

10月17日)を適用しております。 

 この結果、従来の開示対象範囲に加えて、親会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有して

いる会社、当該会社の子会社、重要な子会社の役員が開示対象に追加されておりますが、新たに連結財

務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引を開示しております。 

   

(注) 取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。 

  

住宅等の受託販売等の取引条件については、同社との間で交渉の上締結した「販売業務委託協定

書」の定めによるほか、市場価格等に基づいて決定しております。 

  

(関連当事者情報)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等の
被所有割合 

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社 住友不動産
㈱

東京都
新宿区

122,805 総合不動
産業

直接
70.31

間接
―

兼任４人 
転籍６人

同社が開
発・分 譲
する住宅
等の受託
販売業務
を行って
お り ま
す。

住宅等の
受託販売等

2,670 営業 
未収入金

51

流動資産

「その他」
3

営業未払金 2

預り金 6,011

取引条件ないし取引条件の決定方針等

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

種類
会社等の名称 

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有 

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額 

(百万円)
科目

期末残高 

(百万円)

親会社 住友不動産 

㈱

東京都 

新宿区

122,805 総合不動 

産業

直接 

  70.31 

間接 

   ― 

 

同 社 が 開
発・分譲す
る住宅等の
受託販売業
務を行って
おります。

住宅等の
受託販売等

1,521 営業 
未収入金

102

流動資産
「その他」

3

営業未払金 0

預り金 1,198

取引条件及び取引条件の決定方針等
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資金の貸付に関する取引条件については、市場金利等を勘案して決定しております。 

  

住友不動産㈱（東京証券取引所に上場） 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会

社の子会社等

種類
会社等の名称 

又は氏名
所在地

資本金又 

は出資金 

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有 

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額 

(百万円)
科目

期末残高 

(百万円)

同一の

親会社

を持つ

会社

住友不動産 

カリフォルニア

アメリカ

合衆国 

カリフォ

ルニア州

US＄

162,771千

不動産 

賃貸事業

なし 資金の貸付
資金の貸付 2,731 短期貸付金 2,731

利息の受取 164 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

(税効果会計)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 

 

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)

退職給付引当金 1,106百万円

賞与引当金 891百万円

受託販売原価 486百万円

未払事業税 318百万円

税務上の繰越欠損金 229百万円

未払費用 167百万円

役員退職慰労引当金 93百万円

その他有価証券評価差額金 83百万円

会員権評価損 66百万円

その他 342百万円

 繰延税金資産合計 3,785百万円

(繰延税金負債)

繰延ヘッジ損益 △117百万円

 繰延税金負債合計 △117百万円

 繰延税金資産の純額 3,667百万円

 

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 2,135百万円

固定資産－繰延税金資産 1,531百万円

 

 

 

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)

退職給付引当金 1,178百万円

賞与引当金 652百万円

受託販売原価 651百万円

未払費用 126百万円

未払事業税 108百万円

たな卸資産評価損 101百万円

税務上の繰越欠損金 93百万円

投資有価証券評価損 92百万円

役員退職慰労引当金 85百万円

その他 389百万円

繰延税金資産合計 3,480百万円

(繰延税金負債)

繰延税金負債合計 ―百万円

繰延税金資産の純額 3,480百万円

 

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 1,880百万円

固定資産－繰延税金資産 1,599百万円
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 (注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

  
前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項については、決算短信にお

ける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

なお、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、該当事項はありませ

ん。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(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
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 2,206.80円 １株当たり純資産額 2,105.32円

１株当たり当期純利益 402.19円 １株当たり当期純利益 124.84円

前連結会計年度
(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
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 当期純利益(百万円) 11,502 3,570

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

 普通株式に係る当期純利益(百万円) 11,502 3,570

 普通株式の期中平均株式数(株) 28,599,852 28,599,832

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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５. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

（単位：百万円）

第34期 
(平成20年３月31日)

第35期
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 34,028 17,041

営業未収入金 514 451

販売用不動産 95 124

未成業務支出金 1,471 1,701

前払費用 377 350

繰延税金資産 1,974 1,629

関係会社短期貸付金 9,370 9,005

その他 893 315

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 48,721 30,617

固定資産

有形固定資産

建物 17,231 17,351

減価償却累計額 △8,899 △9,305

建物（純額） 8,331 8,046

構築物 441 449

減価償却累計額 △355 △361

構築物（純額） 86 87

機械及び装置 58 58

減価償却累計額 △54 △55

機械及び装置（純額） 3 3

車両運搬具 10 －

減価償却累計額 △7 －

車両運搬具（純額） 2 －

工具、器具及び備品 1,116 1,142

減価償却累計額 △852 △902

工具、器具及び備品（純額） 264 240

土地 39,445 39,445

リース資産 － 21

減価償却累計額 － △1

リース資産（純額） － 19

有形固定資産合計 48,134 47,841

無形固定資産

ソフトウエア 467 305

ソフトウエア仮勘定 － 66

電話加入権 116 116

無形固定資産合計 584 489

住友不動産販売㈱(8870)　平成21年３月期決算短信

－ 29 －



（単位：百万円）

第34期 
(平成20年３月31日) 

第35期
(平成21年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 585 507

関係会社株式 17,774 17,774

破産更生債権等 11,429 11,234

長期前払費用 20 23

繰延税金資産 1,422 1,492

敷金及び保証金 4,823 4,655

その他 53 52

貸倒引当金 △5,029 △5,016

投資その他の資産合計 31,079 30,723

固定資産合計 79,797 79,055

資産合計 128,518 109,672

負債の部

流動負債

営業未払金 84 142

短期借入金 20,749 30,623

1年内返済予定の長期借入金 250 250

リース債務 － 6

未払金 359 223

未払費用 1,361 1,030

未払法人税等 3,798 1,168

未払消費税等 621 361

前受金 187 63

預り金 34,347 10,010

賞与引当金 2,162 1,583

流動負債合計 63,921 45,462

固定負債

長期借入金 250 －

リース債務 － 14

退職給付引当金 2,719 2,895

役員退職慰労引当金 229 209

受入敷金保証金 1,624 1,401

固定負債合計 4,822 4,520

負債合計 68,744 49,982
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（単位：百万円）

第34期 
(平成20年３月31日) 

第35期
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,970 2,970

資本剰余金

資本準備金 3,543 3,543

資本剰余金合計 3,543 3,543

利益剰余金

利益準備金 210 210

その他利益剰余金

別途積立金 43,000 49,000

繰越利益剰余金 10,173 3,978

利益剰余金合計 53,383 53,188

自己株式 △1 △1

株主資本合計 59,895 59,700

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △121 △10

評価・換算差額等合計 △121 △10

純資産合計 59,774 59,689

負債純資産合計 128,518 109,672
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(2) 損益計算書

（単位：百万円） 

第34期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第35期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業収益 

仲介事業収益 52,514 39,808 

受託販売事業収益 6,976 3,743 

賃貸事業収益 1,949 1,924 

その他の事業収益 272 245 

営業収益合計 61,713 45,722 

営業原価 

仲介原価 33,255 31,151 

受託販売原価 5,749 3,713 

賃貸原価 763 763 

その他の事業原価 244 278 

営業原価合計 40,012 35,906 

売上総利益 21,700 9,815 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 360 352 

給料及び賞与 897 905 

賞与引当金繰入額 50 37 

退職給付費用 27 22 

役員退職慰労引当金繰入額 39 29 

福利厚生費 237 226 

事業税 171 － 

減価償却費 187 186 

賃借料 436 417 

支払手数料 313 297 

広告宣伝費 234 293 

貸倒引当金繰入額 － 9 

その他 852 966 

販売費及び一般管理費合計 3,808 3,745 

営業利益 17,891 6,070 

営業外収益 

受取利息 190 153 

有価証券利息 5 8 

受取配当金 10 11 

その他 30 22 

営業外収益合計 237 195 

営業外費用 

支払利息 415 352 

その他 33 10 

営業外費用合計 448 363 

経常利益 17,680 5,902 

特別損失 

固定資産除却損 44 11 

投資有価証券評価損 57 264 

特別損失合計 102 275 

税引前当期純利益 17,577 5,627 

法人税、住民税及び事業税 6,264 2,191 

法人税等調整額 993 199 

法人税等合計 7,257 2,390 

当期純利益 10,319 3,236 

住友不動産販売㈱(8870)　平成21年３月期決算短信

－ 32 －



 

(注) ※１ 諸経費の主なものは次のとおりです。 

 

  

 

(注) ※１ 諸経費の主なものは次のとおりです。 

 

  

仲介原価明細書

第34期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第35期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

直接原価 
(仲介支払手数料)

393 1.2 327 1.1

人件費 18,766 56.4 17,956 57.6

諸経費 ※１ 14,095 42.4 12,867 41.3

合計 33,255 100 31,151 100

第34期 第35期

広告宣伝費 6,487百万円 広告宣伝費 5,314百万円

賃借料 3,076百万円 賃借料 3,188百万円

減価償却費 297百万円 減価償却費 320百万円

受託販売原価明細書

第34期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第35期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

直接原価 
(支払手数料)

98 2.2 61 1.6

人件費 3,212 72.0 2,786 70.7

諸経費 ※１ 1,152 25.8 1,094 27.7

合計 4,463 100 3,942 100

期首未成業務支出金 2,757 1,471

期末未成業務支出金 1,471 1,701

当期受託販売原価 5,749 3,713

第34期 第35期

広告宣伝費 48百万円 広告宣伝費 2百万円

賃借料 200百万円 賃借料 170百万円

減価償却費 8百万円 減価償却費 8百万円
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(注) ※１ 直接原価の主なものは次のとおりです。 

 
※２ 諸経費の主なものは次のとおりです。 

 

  

 

(注) ※１ 直接原価の主なものは次のとおりです。 

 
※２ 諸経費の主なものは次のとおりです。 

 
  

賃貸原価明細書

第34期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第35期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

直接原価 ※１ 339 44.5 315 41.3

人件費 28 3.7 30 4.0

諸経費 ※２ 395 51.8 417 54.7

合計 763 100 763 100

第34期 第35期

賃借料 79百万円 賃借料 64百万円

減価償却費 260百万円 減価償却費 250百万円

第34期 第35期

租税公課 118百万円 租税公課 118百万円

その他の事業原価明細書

第34期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第35期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

直接原価 ※１ 18 7.7 67 24.3

人件費 189 77.3 181 65.3

諸経費 ※２ 36 15.0 29 10.4

合計 244 100 278 100

第34期 第35期

不動産販売原価 18百万円 不動産販売原価 67百万円

第34期 第35期

賃借料 19百万円 賃借料 20百万円
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(3) 株主資本等変動計算書

(単位：百万円) 

第34期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第35期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,970 2,970 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,970 2,970 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 3,543 3,543 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,543 3,543 

資本剰余金合計 

前期末残高 3,543 3,543 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,543 3,543 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 210 210 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 210 210 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 37,000 43,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 6,000 6,000 

当期変動額合計 6,000 6,000 

当期末残高 43,000 49,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 8,713 10,173 

当期変動額 

別途積立金の積立 △6,000 △6,000 

剰余金の配当 △2,859 △3,431 

当期純利益 10,319 3,236 

当期変動額合計 1,459 △6,195 

当期末残高 10,173 3,978 

利益剰余金合計 

前期末残高 45,923 53,383 

当期変動額 

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △2,859 △3,431 

当期純利益 10,319 3,236 

当期変動額合計 7,459 △195 

当期末残高 53,383 53,188 
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(単位：百万円) 

第34期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

第35期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

自己株式 

前期末残高 △0 △1 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △1 △1 

株主資本合計 

前期末残高 52,435 59,895 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,859 △3,431 

当期純利益 10,319 3,236 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 7,459 △195 

当期末残高 59,895 59,700 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △38 △121 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△82 110 

当期変動額合計 △82 110 

当期末残高 △121 △10 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △38 △121 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△82 110 

当期変動額合計 △82 110 

当期末残高 △121 △10 

純資産合計 

前期末残高 52,396 59,774 

当期変動額 

剰余金の配当 △2,859 △3,431 

当期純利益 10,319 3,236 

自己株式の取得 △0 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △82 110 

当期変動額合計 7,377 △84 

当期末残高 59,774 59,689 
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該当事項はありません。 

  

① 代表者の異動(平成21年６月25日付予定)  

1. 新任代表取締役候補  

代表取締役  

兼専務執行役員    大山  勉  (現 住友不動産株式会社代表取締役経営会議メンバー) 
  

2. 退任予定代表取締役  

代表取締役 

兼専務執行役員 

資産営業本部長      渡辺  功  (当社監査役(常勤)就任予定) 
  

代表取締役 

兼専務執行役員     

総務本部長     大堀 一平  (当社専務執行役員資産営業本部長就任予定)  

  

② その他の役員の異動(平成21年６月25日付予定)  

1. 新任取締役候補  

取締役 

兼常務執行役員   亀山 賢一  (現 当社顧問住宅営業本部副本部長)  
  

2. 新任監査役候補  

監査役(常勤)    渡辺   功  (現 当社代表取締役兼専務執行役員資産営業本部長)  

監査役        伊庭 卓司  (現 住友不動産株式会社執行役員財務本部経理部長)   

  

3. 退任予定監査役  

監査役(常勤)     本郷 昌弘  (当社顧問就任予定） 

監査役         竹村 信昭    

  

  (注) 新任監査役候補 伊庭 卓司氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。  

  

なお、役員の異動の詳細につきましては、本日公表の「代表取締役の異動および役員の異動等に

関するお知らせ」に記載しております。  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

６. その他

(1) 役員の異動
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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、当連結会計年度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。 

  

以 上

(2) 生産、受注及び販売の状況

事業の種類別 
セグメントの名称

前連結会計年度
(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
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

前期比

仲介業務 52,903 40,032 △24.3％

受託販売業務 7,119 3,987 △44.0％

賃貸業務 2,632 2,550 △3.1％

不動産販売業務 7,907 3,796 △52.0％

その他の業務 746 523 △29.8％

  小計 71,309 50,890 △28.6％

消去又は全社 △401 △345 ―

  合計 70,908 50,544 △28.7％

区分
前連結会計年度

(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
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

前期比

首都圏 14,568 12,585 △13.6％

関西圏 9,967 10,169 ＋2.0％

その他 5,218 5,068 △2.9％

  合計 29,753 27,822 △6.5％

区分
前連結会計年度

(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
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

前期比

首都圏 738,614 484,916 △34.3％

関西圏 242,602 222,305 △8.4％

その他 126,632 113,987 △10.0％

  合計 1,107,850 821,209 △25.9％

区分
前連結会計年度

(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
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

前期比

首都圏 34,210 23,312 △31.9％

関西圏 12,016 10,837 △9.8％

その他 6,676 5,883 △11.9％

  合計 52,903 40,032 △24.3％
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