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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 26,357 △0.7 3,660 11.4 3,700 4.4 2,199 18.2
21年3月期第2四半期 26,535 ― 3,284 ― 3,544 ― 1,861 ―

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

22年3月期第2四半期 76.90 ―

21年3月期第2四半期 65.08 ―

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

22年3月期第2四半期 99,413 61,438 61.8 2,148.20
21年3月期 98,963 60,211 60.8 2,105.32

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  61,438百万円 21年3月期  60,211百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 60.00 ― 60.00 120.00
22年3月期 ― 40.00

22年3月期 
（予想）

― 60.00 100.00

3.  平成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  無  
 

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 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) 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、６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） 

(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、５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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 28,600,000株 21年3月期  28,600,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  180株 21年3月期  174株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 28,599,824株 21年3月期第2四半期 28,599,838株

－ 2 －



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進展や経済対策の効果などから、生

産・輸出に持ち直しの動きが見られました。一方で、企業収益・設備投資は減少が続いており、雇用情

勢・所得環境の先行きに対する不安から個人消費も低迷するなど、景気の本格的回復には暫く時間を要

するものと思われます。 

このような経済環境の中、当不動産流通業界における取引は、低金利、住宅ローン減税等の政府の施

策、価格調整の進展等を背景として、エンドユーザーとの取引を中心に、成約件数につきましては前年

同期を上回り順調な回復を続けております。しかしながら、法人取引等につきましては、中堅・中小企

業の収益・資金調達環境が依然として厳しい状況にあることから、未だ回復を確認できない状況が続い

ております。  

以上のような経済・業界環境の下、当第２四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は

26,357百万円(前年同期比0.7％減)、営業利益は3,660百万円(同11.4％増)、経常利益は3,700百万円(同

4.4％増)、四半期純利益は2,199百万円(同18.2％増)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、中古住宅等の取引環境が首都圏を中心に回復を続ける中、取扱件数は

14,764件(前年同期比2.6％増)と前年同期を上回りましたが、平均取扱単価の下落が大きく、取扱高は

370,909百万円(同13.5％減)、営業収益は19,330百万円(同7.6％減)、営業利益は4,119百万円(同6.9％

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ありません。 

  

(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20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 26,535 26,357 △178 △0.7％

営業利益 3,284 3,660 ＋375 ＋11.4％

経常利益 3,544 3,700 ＋156 ＋4.4％

四半期純利益 1,861 2,199 ＋338 ＋18.2％

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 14,388 14,764 ＋376 ＋2.6％

取扱高 428,656 370,909 △57,746 △13.5％

営業収益 20,927 19,330 △1,596 △7.6％

営業利益 4,426 4,119 △307 △6.9％
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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が前年同期に比べて大きく減少する一方、

価格等に魅力のある物件を中心に販売は堅調に推移し、取扱件数は2,067件(前年同期比15.2％増)、取

扱高は86,809百万円(同33.8％増)、営業収益は2,560百万円(同38.5％増)、営業利益は377百万円(同

610.0％増)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おいて企業収益悪化に伴うオフィス縮小

の動きが続く中、営業収益は1,246百万円(前年同期比2.5％減)、営業利益は694百万円(同1.2％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、低金利、住宅ローン減税等の政府の施策、価格調整の進展等による

エンドユーザーの購入意欲の喚起に伴い、国内連結子会社において優良宅地の分譲を中心とした販売活

動に弾みがつき、営業収益は3,069百万円(前年同期比27.0％増)、営業利益は170百万円(同205百万円

増)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302百万円(前年

同期比26.8％増)、営業利益は123百万円(同70.7％増)の計上となりました。 

  

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 1,795 2,067 ＋272 ＋15.2％

取扱高 64,884 86,809 ＋21,925 ＋33.8％

営業収益 1,849 2,560 ＋711 ＋38.5％

営業利益 53 377 ＋323 ＋610.0％

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 1,278 1,246 △32 △2.5％

営業利益 703 694 △8 △1.2％

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 2,416 3,069 ＋653 ＋27.0％

営業利益(△損失) △34 170 ＋205 ─
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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449百万円増加し、

99,413百万円となりました。これは主に、販売用不動産が減少したものの、現金及び預金が増加したこ

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776百万円減少し、37,974百万円となりました。これは主に、預

り金が増加した一方で、短期借入金の返済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、利益剰余金と為替換算調整勘定等の増加により、前連結会計年度末に比べて1,226百万円

増加し、61,438百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて1.0ポイ

ント上昇し、61.8％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16,895百万

円から645百万円増加(3.8％増)し、17,540百万円となりました。 

  

〔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、税金等調整前四半期純利益3,792百万円を計上し、預り金の

増加額3,055百万円、法人税等の支払額1,366百万円等により、6,568百万円の収入(前年同期は26,521百

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。この預り金の増減額を除いた営業

活動によるキャッシュ・フローは、3,513百万円の収入(前年同期は270百万円の支出)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・無形固定資産の取得による支出等により、378百万円

の支出(前年同期は193百万円の収入)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、短期借入金の返済及び配当金の支払い等により、6,144百万

円の支出(前年同期は4,159百万円の収入)となりました。 

  

当第２四半期の業績は堅調な足取りで推移しておりまして、平成21年５月11日の決算発表時の業績予

想を修正いたしません。 

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21年３月31日)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前期比

増減 増減率

総資産 98,963 99,413 ＋449 ＋0.5％

負債 38,751 37,974 △776 △2.0％

純資産 60,211 61,438 ＋1,226 ＋2.0％

自己資本比率(％) 60.8 61.8 ＋1.0 ―

(2) キャッシュ・フローの状況

３. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,537 16,892

営業未収入金 505 593

有価証券 2 2

販売用不動産 2,352 4,712

仕掛販売用不動産 831 －

未成業務支出金 1,470 1,701

その他 6,073 5,520

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 28,771 29,420

固定資産   

有形固定資産   

建物 20,229 19,992

減価償却累計額 △10,200 △9,967

減損損失累計額 △40 △40

建物（純額） 9,988 9,985

土地 46,122 45,061

その他 1,819 1,742

減価償却累計額 △1,403 △1,370

その他（純額） 416 372

有形固定資産合計 56,526 55,419

無形固定資産 550 500

投資その他の資産   

破産更生債権等 11,156 11,234

その他 7,423 7,405

貸倒引当金 △5,015 △5,016

投資その他の資産合計 13,564 13,623

固定資産合計 70,641 69,543

資産合計 99,413 98,963

住友不動産販売㈱（8870） 平成22年３月期 第２四半期決算短信

－ 7 －



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 237 228

短期借入金 14,425 18,850

未払法人税等 1,742 1,243

賞与引当金 1,733 1,602

預り金 13,081 10,026

その他 2,111 1,993

流動負債合計 33,331 33,943

固定負債   

退職給付引当金 2,857 2,895

役員退職慰労引当金 173 209

その他 1,611 1,702

固定負債合計 4,643 4,807

負債合計 37,974 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 60,480 59,996

自己株式 △1 △1

株主資本合計 66,991 66,508

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 △10

繰延ヘッジ損益 △97 △103

為替換算調整勘定 △5,458 △6,182

評価・換算差額等合計 △5,553 △6,296

純資産合計 61,438 60,211

負債純資産合計 99,413 98,963
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益 26,535 26,357

営業原価 20,891 20,469

売上総利益 5,643 5,887

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 594 583

賞与引当金繰入額 76 59

退職給付費用 6 20

役員退職慰労引当金繰入額 15 9

貸倒引当金繰入額 8 －

その他 1,658 1,554

販売費及び一般管理費合計 2,358 2,227

営業利益 3,284 3,660

営業外収益   

受取利息 126 74

為替差益 154 38

その他 70 35

営業外収益合計 351 148

営業外費用   

支払利息 78 85

その他 13 23

営業外費用合計 92 108

経常利益 3,544 3,700

特別利益   

受取補償金 － 104

特別利益合計 － 104

特別損失   

固定資産除却損 8 12

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 12

税金等調整前四半期純利益 3,251 3,792

法人税、住民税及び事業税 1,228 1,795

法人税等調整額 161 △202

法人税等合計 1,390 1,593

四半期純利益 1,861 2,199
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 3,792

減価償却費 429 423

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △123 130

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60 △38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34 △35

受取利息及び受取配当金 △150 △96

為替差損益（△は益） △154 △38

支払利息 78 85

固定資産除却損 8 12

たな卸資産評価損 253 －

投資有価証券評価損益（△は益） 30 －

受取補償金 － △104

売上債権の増減額（△は増加） 228 89

たな卸資産の増減額（△は増加） 605 527

仕入債務の増減額（△は減少） △131 8

預り金の増減額（△は減少） △26,250 3,055

破産更生債権等の増減額（△は増加） 79 77

その他 △747 △38

小計 △22,558 7,848

利息及び配当金の受取額 144 93

利息の支払額 △79 △90

補償金の受取額 － 83

法人税等の支払額 △4,028 △1,366

営業活動によるキャッシュ・フロー △26,521 6,568

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 △65

無形固定資産の取得による支出 △53 △160

その他 481 △152

投資活動によるキャッシュ・フロー 193 △378

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 △4,300

長期借入金の返済による支出 △125 △125

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,715 △1,713

その他 － △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,159 △6,144

現金及び現金同等物に係る換算差額 △220 599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,389 645

現金及び現金同等物の期首残高 35,785 16,895

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,396 17,540
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該当事項はありません。 

  

  

 
(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) 

  「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21年４月１日 至 平成21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 

(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〕

前第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)

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

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

19,284 2,511 1,188 3,069 302 26,357 ― 26,357

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

46 49 57 ― ― 153 (153) ―

計 19,330 2,560 1,246 3,069 302 26,510 (153) 26,357

 営業費用 15,210 2,183 551 2,899 178 21,024 1,672 22,696

 営業利益 4,119 377 694 170 123 5,486 (1,826) 3,660
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前第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)及び当第２四半期連結累計期

間(自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

前第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)及び当第２四半期連結累計期

間(自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

〔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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(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20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

前年同期比

仲介業務 20,927 19,330 △7.6％

受託販売業務 1,849 2,560 ＋38.5％

賃貸業務 1,278 1,246 △2.5％

不動産販売業務 2,416 3,069 ＋27.0％

その他の業務 238 302 ＋26.8％

  小計 26,710 26,510 △0.8％

消去又は全社 △175 △153 ―

  合計 26,535 26,357 △0.7％

区分
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

前年同期比

首都圏 6,601 6,832 ＋3.5％

関西圏 5,204 5,318 ＋2.2％

その他 2,583 2,614 ＋1.2％

  合計 14,388 14,764 ＋2.6％

区分
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

前年同期比

首都圏 250,643 211,831 △15.5％

関西圏 118,164 108,729 △8.0％

その他 59,847 50,348 △15.9％

  合計 428,656 370,909 △13.5％

区分
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

前年同期比

首都圏 12,334 11,231 △8.9％

関西圏 5,547 5,338 △3.8％

その他 3,045 2,760 △9.3％

  合計 20,927 19,330 △7.6％
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