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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 55,942 10.7 9,310 43.1 9,322 36.8 5,403 51.3
21年3月期 50,544 △28.7 6,505 △65.4 6,813 △64.8 3,570 △69.0

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 ％ ％ ％

22年3月期 188.93 ― 8.8 9.1 16.6
21年3月期 124.84 ― 5.8 6.2 12.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 105,277 62,725 59.6 2,193.22
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  62,725百万円 21年3月期  60,211百万円

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

22年3月期 14,769 △1,008 △7,425 22,853
21年3月期 △23,214 526 5,517 16,895

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 60.00 ― 60.00 120.00 3,431 96.1 5.6
22年3月期 ― 40.00 ― 60.00 100.00 2,859 52.9 4.7

23年3月期 
（予想）

― 40.00 ― 60.00 100.00 45.4

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

27,000 2.4 4,300 17.5 4,300 16.2 2,400 9.1 83.92

通期 59,000 5.5 11,100 19.2 11,000 18.0 6,300 16.6 220.28
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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、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」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、32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） 22年3月期 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  180株 21年3月期  174株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 48,112 5.2 8,815 45.2 9,154 55.1 5,590 72.7
21年3月期 45,722 △25.9 6,070 △66.1 5,902 △66.6 3,236 △68.6

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
円 銭 円 銭

22年3月期 195.48 ―

21年3月期 113.18 ―

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 114,939 62,421 54.3 2,182.59
21年3月期 109,672 59,689 54.4 2,087.06

（参考） 自己資本 22年3月期  62,421百万円 21年3月期  59,689百万円

※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、輸出の緩やかな増加や生産の持ち直しによる企業収益の改善、経済対

策の効果などから個人消費も持ち直すなど、景気は緩やかながらも着実に回復してまいりました。し

かしながら、雇用環境は厳しい状況が続いており、海外経済の下振れ懸念、デフレの影響等、景気の

先行きについては依然不透明な状況が続いております。  

 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、価格調整の進展等により購買意欲が喚起されたエンドユーザーとの取引を中心に、中古住宅等

の成約件数が増加基調で推移するなど、堅調な回復を見せております。新築マンションにつきまして

は、供給戸数が大きく減少いたしましたが、在庫調整の進展による品薄感もあり、価格・立地等に魅

力のある物件を中心に売れ行きは順調に推移いたしました。一方、法人取引等につきましては、不動

産投資市場全般の低迷や資金調達環境に改善が見られず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55,942百万円(前期比

10.7％増)、営業利益は9,310百万円(同43.1％増)、経常利益は9,322百万円(同36.8％増)、当期純利

益は5,403百万円(同51.3％増)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は、リテール部門における既存店舗の充実を図り、旺盛なエンドユーザー

の住宅需要を着実に取り込んでまいりました。ホールセール部門につきましては、優良顧客の開拓

に努めてまいりましたが、資金調達環境が改善せず厳しい状況が続きました。  

 以上のように、リテール部門を中心とした件数重視の姿勢を徹底した結果、取扱件数は29,974件

(前期比7.7％増)と過去 高記録を更新いたしました。平均取扱単価の下落により取扱高は769,875

百万円(同6.3％減)と減少いたしましたが、手数料率の改善により営業収益は40,514百万円(同

1.2％増)と増加し、さらに、一昨年以来行っている経費節減効果により、営業利益は9,884百万円

(同14.9％増)を計上いたしました。  

 なお、当期における仲介店舗の新規出店はありません。 

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 50,544 55,942 ＋5,398 ＋10.7％

営業利益 6,505 9,310 ＋2,805 ＋43.1％

経常利益 6,813 9,322 ＋2,509 ＋36.8％

当期純利益 3,570 5,403 ＋1,833 ＋51.3％
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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、売れ行きが堅調に推移し、販売効率が向上するとともに、当期は

大型物件の引渡が前期に比べて大きく増加した為、取扱件数は4,559件(前期比24.4％増)、取扱高

は199,474百万円(同48.5％増)、営業収益は5,951百万円(同49.2％増)、営業利益は1,300百万円(同

1,259百万円増)を計上いたしました。 
  

(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、平均賃料も弱含みで推移する中、営業収益は2,373百万円(前期比6.9％減)、営業利益は

1,176百万円(同16.5％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、住宅ローン減税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人気エリアを中心とした優良宅地分譲に注力した結果、営業収益は

6,786百万円(前期比78.8％増)、営業利益は184百万円(同179百万円増)を計上いたしました。 
  

(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632百万円

(前期比20.7％増)、営業利益は274百万円(同44.4％増)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) 27,822 29,974 ＋2,152 ＋7.7％

取扱高 821,209 769,875 △51,333 △6.3％

営業収益 40,032 40,514 ＋482 ＋1.2％

営業利益 8,599 9,884 ＋1,285 ＋14.9％

前 期 当 期
前期比

増 減 増減率

取扱件数(件) 3,664 4,559 ＋895 ＋24.4％

取扱高 134,327 199,474 ＋65,146 ＋48.5％

営業収益 3,987 5,951 ＋1,963 ＋49.2％

営業利益 40 1,300 ＋1,259 －

前 期 当 期
前期比

増 減 増減率

営業収益 2,550 2,373 △176 △6.9％

営業利益 1,408 1,176 △232 △16.5％

前 期 当 期
前期比

増 減 増減率

営業収益 3,796 6,786 ＋2,990 ＋78.8％

営業利益 5 184 ＋179 －
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今後のわが国経済は、海外経済の改善、政府の緊急経済対策等の効果を背景に、景気は緩やかな回

復局面に向かうことが期待されます。一方、海外景気の下振れ懸念、デフレの影響等、景気を下押し

するリスクや依然として残る雇用情勢の悪化懸念に注意する必要があると思われます。  

 当不動産流通業界におきましては、景気全般等の動向に留意する必要があるものの、中古住宅・土

地の取引件数が増加基調で推移するものと期待されます。  

 このような状況の中、当社グループといたしましては、件数重視の姿勢を徹底し、引き続き主力の

仲介業務を核として、伸張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、店舗戦略として既存店舗の充実とともに、若手戦力を中心とした生産性の向上を図り、エン

ドユーザーの住宅需要を着実に取り込んでまいります。ホールセール部門につきましては、新設した

国際営業部・Ｍ＆Ａ事業部等により営業基盤を拡充してまいります。  

 受託販売業務につきましては、受託物件獲得競争は激しさを増しておりますが、優良受託物件の仕

入体制の強化とともに、販売効率の向上に努めてまいります。  

 不動産販売業務につきましては、連結子会社２社において優良宅地分譲中心の事業を展開し、堅実

な成長とともに仲介業務との相乗効果を図ってまいります。  

 以上により、次期の業績につきましては、営業収益59,000百万円(前期比5.5％増)、営業利益

11,100百万円(同19.2％増)、経常利益11,000百万円(同18.0％増)、当期純利益6,300百万円(同16.6％

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3％強の上昇(前第４四半期並み)を想定しております。 
  

(単位：百万円)
 

  

  

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 55,942 59,000 ＋3,057 ＋5.5％

営業利益 9,310 11,100 ＋1,789 ＋19.2％

経常利益 9,322 11,000 ＋1,677 ＋18.0％

当期純利益 5,403 6,300 ＋896 ＋16.6％
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流動資産は、預り金が増加したことから、現金及び預金の増加等により、前期に比べて5,678百万

円増加の35,098百万円となりました。  

 有形固定資産は、資産の一部振替え等により、前期に比べて790百万円増加の56,209百万円となり

ました。  

 無形固定資産は、ソフトウェアの取得等により、前期に比べて134百万円増加の634百万円となりま

した。  

 投資その他の資産は、前期に比べて289百万円減少の13,334百万円となりました。  

 以上により、固定資産は、前期に比べて635百万円増加の70,178百万円となりました。  

 また、資産合計では、流動資産、固定資産とも増加し、前期に比べて6,313百万円増加の105,277百

万円となりました。  

 流動負債は、借入金が減少しましたが、預り金が増加したこと等により、前期に比べて4,282百万

円増加の38,226百万円となりました。  

 固定負債は、前期に比べて483百万円減少の4,324百万円となりました。  

 以上により、負債合計では、前期に比べて3,799百万円増加の42,551百万円となりました。  

 純資産の部は、当期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加等により、前期に比べて2,513百万円増

加の62,725百万円となりましたが、総資産の増加により自己資本比率は前期の60.8％から59.6％と、

1.2ポイント低下いたしました。 
  

(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 98,963 105,277 ＋6,313 ＋6.4％

負債 38,751 42,551 ＋3,799 ＋9.8％

純資産 60,211 62,725 ＋2,513 ＋4.2％

自己資本比率(％) 60.8 59.6 △1.2 ―
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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16,895百万円から5,958百万円増加(35.3％

増)し、22,853百万円となりました。 

  

〔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9,316百万円の計上、預り金の

増加額6,434百万円、法人税等の支払額2,584百万円等により、14,769百万円の収入(前期は23,214

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、8,334百万円の収入(前期は1,126百万円の収入)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・無形固定資産の取得による支出等により、1,008

百万円の支出(前期は526百万円の収入)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、借入金の返済、配当金の支払い等により、7,425百万円

の支出(前期は5,517百万円の収入)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

△23,214 14,769 ＋37,984 ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

526 △1,008 △1,535 ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

5,517 △7,425 △12,942 ―

現金及び現金同等物
の期末残高

16,895 22,853 ＋5,958 ＋35.3％
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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・カバレッ

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20円減配の100円(うち中間配当金40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(うち中間配当金40円)とさせてい

ただく予定であります。 

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 平成22年３月期

自己資本比率(％) 44.2 45.0 52.1 60.8 59.6

時価ベースの 
自己資本比率(％)

204.9 211.9 79.7 81.9 110.3

キャッシュ・フロー
対有利子負債比率(％)

546.3 61.3 81.8 ― 96.8

インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ

20.4 115.5 53.8 ― 87.9

(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及びＩＴ

ソリューション事業を行っており、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

経営指標として、売上高営業利益率を目標として重視しております。 

  

当社は、平成23年３月期から平成25年３月期までの３ヶ年を対象期間とする中期経営計画を、以下の

とおり策定しております。 

本計画は、超過達成となった「ＮＥＸＴ Ｓｔｅｐ(ネクスト・ステップ)」(平成17年３月期～平成

19年３月期)、経済情勢の激変等により未達成となった「新中期経営計画２０１０」(平成20年３月期～

平成22年３月期)を鑑み、新たな成長路線の確立を目指すものであります。  

  
 

  
 

  
 

  
 

(単位：億円)
 

  

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

１．名  称 「第３次中期経営計画」

２．対象期間 平成23年３月期～平成25年３月期、３ヶ年

３．基本方針 「顧客第一主義」を再徹底し、単価に左右されず件数増加による成長を図って

まいります。 

４．連結数値目標

平成20年３月期
～平成22年３月期

平成23年３月期
～平成25年３月期 増 減 増減率

(実 績) (計 画)

営業収益 1,774 1,960 ＋186 ＋10％

営業利益 346 418 ＋72 ＋21％

経常利益 355 415 ＋60 ＋17％

当期純利益 205 240 ＋35 ＋17％
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(1)仲介リテール部門 

・流通営業本部(首都圏・地方圏)と関西流通営業本部(関西圏)の２本部体制 

・機動的な店舗戦略(既存店舗充実、店舗展開等) 

・若手戦力を中心とした生産性の向上 
  

(2)仲介ホールセール部門 

・国際営業部、Ｍ＆Ａ事業部の新設並びにＣＲＥ戦略サポートの推進等による営業基盤の拡充
  

(3)受託販売部門 

・住宅営業本部(住友不動産㈱が開発した物件の受託販売)と受託営業本部の２本部体制  

・受託営業本部においては、２受託開発部(首都圏・関西圏)、３受託営業部(首都圏・関西

圏・地方圏)による仕入・販売体制  
  

(4)不動産販売部門 

・連結子会社２社(ウエル横浜㈱、ステップ・インベストメント㈱)体制  

・優良宅地分譲を中心とした事業展開  

  

５．主な体制・戦略
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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21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,892 22,850

営業未収入金 593 576

有価証券 2 2

販売用不動産 ※1 4,712 ※1 4,049

仕掛販売用不動産 － 484

未成業務支出金 1,701 1,152

繰延税金資産 1,880 2,049

その他 3,640 3,948

貸倒引当金 △2 △16

流動資産合計 29,420 35,098

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 20,482 ※1 20,744

減価償却累計額 △10,351 △10,826

減損損失累計額 △40 △74

建物及び構築物（純額） 10,090 9,843

土地 ※1 45,061 ※1 46,080

リース資産 21 89

減価償却累計額 △1 △19

リース資産（純額） 19 70

その他 1,232 1,235

減価償却累計額 △984 △1,020

その他（純額） 247 214

有形固定資産合計 55,419 56,209

無形固定資産 500 634

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 983 ※2 950

破産更生債権等 11,234 11,280

繰延税金資産 1,599 1,693

その他 4,821 4,761

貸倒引当金 △5,016 △5,351

投資その他の資産合計 13,623 13,334

固定資産合計 69,543 70,178

資産合計 98,963 105,277
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 228 214

短期借入金 18,850 14,300

リース債務 6 23

未払法人税等 1,243 3,128

賞与引当金 1,602 1,645

預り金 10,026 16,450

その他 1,986 2,464

流動負債合計 33,943 38,226

固定負債

リース債務 14 51

退職給付引当金 2,895 2,851

役員退職慰労引当金 209 186

その他 1,688 1,235

固定負債合計 4,807 4,324

負債合計 38,751 42,551

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 59,996 62,540

自己株式 △1 △1

株主資本合計 66,508 69,051

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △10 △9

繰延ヘッジ損益 △103 253

為替換算調整勘定 △6,182 △6,570

評価・換算差額等合計 △6,296 △6,326

純資産合計 60,211 62,725

負債純資産合計 98,963 105,277
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業収益 50,544 55,942

営業原価 ※1 39,546 ※1 41,989

売上総利益 10,998 13,953

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 1,168 1,128

賞与引当金繰入額 47 52

退職給付費用 24 36

役員退職慰労引当金繰入額 29 21

賃借料 517 475

支払手数料 － 479

貸倒引当金繰入額 9 357

その他 2,695 2,090

販売費及び一般管理費合計 4,493 4,642

営業利益 6,505 9,310

営業外収益

受取利息 205 124

為替差益 203 45

その他 105 38

営業外収益合計 514 207

営業外費用

支払利息 178 162

その他 29 34

営業外費用合計 207 196

経常利益 6,813 9,322

特別利益

受取補償金 － 147

特別利益合計 － 147

特別損失

固定資産売却損 ※2 1 ※2 －

固定資産除却損 ※3 12 ※3 21

減損損失 ※4 43 ※4 74

たな卸資産評価損 253 －

投資有価証券売却損 － 56

投資有価証券評価損 264 －

特別損失合計 575 152

税金等調整前当期純利益 6,237 9,316

法人税、住民税及び事業税 2,448 4,367

法人税等調整額 218 △454

法人税等合計 2,666 3,913

当期純利益 3,570 5,403
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 59,858 59,996

当期変動額

剰余金の配当 △3,431 △2,859

当期純利益 3,570 5,403

当期変動額合計 138 2,543

当期末残高 59,996 62,540

自己株式

前期末残高 △1 △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 66,370 66,508

当期変動額

剰余金の配当 △3,431 △2,859

当期純利益 3,570 5,403

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 138 2,543

当期末残高 66,508 69,051
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 △121 △10

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

110 1

当期変動額合計 110 1

当期末残高 △10 △9

繰延ヘッジ損益

前期末残高 218 △103

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△322 357

当期変動額合計 △322 357

当期末残高 △103 253

為替換算調整勘定

前期末残高 △3,353 △6,182

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△2,828 △388

当期変動額合計 △2,828 △388

当期末残高 △6,182 △6,570

評価・換算差額等合計

前期末残高 △3,256 △6,296

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,040 △29

当期変動額合計 △3,040 △29

当期末残高 △6,296 △6,326

純資産合計

前期末残高 63,114 60,211

当期変動額

剰余金の配当 △3,431 △2,859

当期純利益 3,570 5,403

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） △3,040 △29

当期変動額合計 △2,902 2,513

当期末残高 60,211 62,725
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 6,237 9,316

減価償却費 873 865

減損損失 43 74

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 349

賞与引当金の増減額（△は減少） △588 42

退職給付引当金の増減額（△は減少） 176 △44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20 △22

受取利息及び受取配当金 △251 △143

為替差損益（△は益） △203 △45

支払利息 178 162

固定資産売却損益（△は益） 1 －

固定資産除却損 12 21

たな卸資産評価損 253 －

投資有価証券売却損益（△は益） － 56

投資有価証券評価損益（△は益） 264 －

受取補償金 － △147

売上債権の増減額（△は増加） 81 16

たな卸資産の増減額（△は増加） △437 △504

営業貸付金の増減額（△は増加） 84 －

仕入債務の増減額（△は減少） △7 △13

預り金の増減額（△は減少） △24,341 6,434

破産更生債権等の増減額（△は増加） 205 △46

その他 △615 875

小計 △18,068 17,248

利息及び配当金の受取額 232 134

利息の支払額 △174 △168

補償金の受取額 － 138

法人税等の支払額 △5,204 △2,584

営業活動によるキャッシュ・フロー △23,214 14,769

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） 455 －

有形固定資産の取得による支出 △350 △234

有形固定資産の売却による収入 68 －

無形固定資産の取得による支出 △131 △360

投資有価証券の取得による支出 － △24

投資有価証券の売却及び償還による収入 19 4

その他 466 △393

投資活動によるキャッシュ・フロー 526 △1,008
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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） 9,200 △4,300

長期借入金の返済による支出 △250 △250

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △3,431 △2,857

その他 △1 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,517 △7,425

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,719 △376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △18,890 5,958

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期末残高 ※1 16,895 ※1 22,853
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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連会社はありません。 

(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 

 個別法による原価法(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 

 個別法による原価法(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。 

  

(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

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。 

(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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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備えるため、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。 

 (会計方針の変更) 

当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その３)(企業会計基準第19

号 平成20年７月31日)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
  

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備えるため、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。 
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(5) 消費税等の会計処理について 

 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。 

  

  

(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度において販売費及び一般管理費「その他」に含めて表示しておりました「支払手

数料」(前連結会計年度417百万円)は、販売費及び一般管理費の総額の百分の十を超えることとな

ったため、当連結会計年度より区分掲記しております。         
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度において区分掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フロー「営業貸付

金の増減額(△は増加)」(当連結会計年度1百万円)は、当連結会計年度においては金額の重要性が

乏しいため、「その他営業活動によるキャッシュ・フロー」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

 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21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

※１        ――――― ※１ 従来、販売用不動産として保有していた資産を所

有目的の変更により、建物へ165百万円、土地へ

1,065百万円振替えております。

※２ 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

※２ 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 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。

 

被保証者 保証金額(百万円)

ローン利用者 4

一般顧客 3

計 7

 (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。

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１        ――――― ※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下げ額

営業原価 80百万円

※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。

※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。

※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。

 

※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 土地建物等 34

東京都世田谷区
他(計３件)

賃貸資産 土地 39

   (減損損失の認識に至った経緯)  

 テナントの退去に伴い現在売却活動中の遊休資

産及び所有目的を変更した賃貸資産について、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失(74百万円)として計上いたしました。
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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。 

  

  

 
  

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

   (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。

   (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。

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(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

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
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(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加6株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

  

 
  

次のとおり決議を予定しております。 

  

 

  

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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) 174 6 ― 180

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21年６月25日 
定時株主総会

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

平成21年11月４日 
取締役会

普通株式 1,143 40.00 平成21年９月30日 平成21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

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22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22年３月31日 平成22年６月28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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 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

 

※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 22,850百万円

有価証券(MMF) 2百万円

現金及び現金同等物 22,853百万円
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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。 

  

(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、減損損 
  失及び資本的 
  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

  減損損失 ─ ─ 43 ─ ─ 43 ─ 43

  資本的支出 242 6 55 ― ― 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
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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3,518百万円であり、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37,372百万円であり、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21年４月１日 至 平成22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

40,427 5,838 2,258 6,786 632 55,942 ─ 55,942

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

87 112 115 ─ ─ 315 (315) ─

計 40,514 5,951 2,373 6,786 632 56,258 （315) 55,942

  営業費用 30,630 4,651 1,196 6,601 357 43,437 3,194 46,632

  営業利益 9,884 1,300 1,176 184 274 12,821 (3,510) 9,310

Ⅱ  資産、減価償 
   却費、減損損  
  失及び資本的 
  支出

  資産 8,989 1,636 55,505 5,212 6,410 77,755 27,522 105,277

  減価償却費 289 12 354 2 0 659 206 865

  減損損失 ─ ─ 74 ─ ─ 74 ─ 74

  資本的支出 109 33 119 0 ─ 263 393 657

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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(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。 

  

   

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㈱(東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場) 

  

該当事項はありません。 

(関連当事者情報)

前連結会計年度(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

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

(被所有)

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。 
  
役員の兼任 
役員の転籍

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

(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

 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
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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。 

  

   

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㈱(東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場) 

  

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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

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

(被所有)

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。 
  
役員の兼任 
役員の転籍

住宅等の
受託販売等

2,681 営業 
未収入金

122

流動資産 
「その他」

15

営業未払金 9

預り金 3,025

流動負債 
「その他」

3

取引条件及び取引条件の決定方針等

(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

 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 2,763 短期貸付金 2,763

利息の受取 107 ― ―

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
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

 

 

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

 

 

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 1,160百万円

受託販売原価 760百万円

賞与引当金 669百万円

未払事業税及び
未払地方法人特別税 

255百万円

未払費用 160百万円

たな卸資産評価損 132百万円

販売手数料 131百万円

貸倒引当金繰入超過額 125百万円

役員退職慰労引当金 75百万円

その他 417百万円

繰延税金資産小計 3,888百万円

評価性引当額 △9百万円

繰延税金資産合計 3,879百万円

  繰延税金負債

繰延ヘッジ損益 △136百万円

繰延税金負債合計 △136百万円

繰延税金資産の純額 3,742百万円

(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 2,049百万円

固定資産－繰延税金資産 1,693百万円
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(追加情報) 

当連結会計年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号 平

成20年11月28日)及び「賃貸等不動産の時価等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23号 平成20年11月28日)を適用しております。 

  

当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル(土地を含む。)を

有しております。平成22年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は1,314百万円、減損損

失は74百万円(特別損失に計上)であります。 

 賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日におけ

る時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。 

  
(単位:百万円)

 

   (注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であり

ます。  

２．主な変動 

         増加は、販売用不動産からの振替 1,231百万円、 

             賃貸用のオフィスビル等のリニューアル 100百万円、 

         減少は、減価償却 329百万円、 

             賃貸用のオフィスビルの自社使用への転用 107百万円、 

             減損損失 74百万円であります。 

３．時価の算定方法 

         主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったも 

        のを含む。)であります。 

  

(賃貸等不動産)

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

連結貸借対照表計上額
連結決算日における時価

前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

52,836 803 53,639 39,809
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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。 

 

  

該当事項はありません。 

  

リース取引、金融商品、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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 2,105.32円 １株当たり純資産額 2,193.22円

１株当たり当期純利益 124.84円 １株当たり当期純利益 188.93円

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 当期純利益(百万円) 3,570 5,403

 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) 3,570 5,403

 普通株式の期中平均株式数(株) 28,599,832 28,599,822

(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）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,041 22,212

営業未収入金 451 457

販売用不動産 124 104

未成業務支出金 1,701 1,152

前払費用 350 354

繰延税金資産 1,629 2,033

関係会社短期貸付金 9,005 9,815

その他 315 343

貸倒引当金 △2 △16

流動資産合計 30,617 36,458

固定資産

有形固定資産

建物 17,351 17,367

減価償却累計額 △9,305 △9,673

建物（純額） 8,046 7,694

構築物 449 444

減価償却累計額 △361 △366

構築物（純額） 87 78

機械及び装置 58 58

減価償却累計額 △55 △55

機械及び装置（純額） 3 2

工具、器具及び備品 1,142 1,147

減価償却累計額 △902 △941

工具、器具及び備品（純額） 240 206

土地 39,445 39,445

リース資産 21 89

減価償却累計額 △1 △19

リース資産（純額） 19 70

有形固定資産合計 47,841 47,497

無形固定資産

ソフトウエア 305 193

ソフトウエア仮勘定 66 314

電話加入権 116 116

無形固定資産合計 489 625
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 507 478

関係会社株式 17,774 17,774

破産更生債権等 11,234 11,095

長期前払費用 23 18

繰延税金資産 1,492 1,387

敷金及び保証金 4,655 4,599

その他 52 52

貸倒引当金 △5,016 △5,048

投資その他の資産合計 30,723 30,357

固定資産合計 79,055 78,481

資産合計 109,672 114,939

負債の部

流動負債

営業未払金 142 143

短期借入金 30,623 25,012

1年内返済予定の長期借入金 250 －

リース債務 6 23

未払金 223 223

未払費用 1,030 1,265

未払法人税等 1,168 2,826

未払消費税等 361 514

前受金 63 370

預り金 10,010 16,439

賞与引当金 1,583 1,624

流動負債合計 45,462 48,443

固定負債

リース債務 14 51

退職給付引当金 2,895 2,851

役員退職慰労引当金 209 186

受入敷金保証金 1,401 984

固定負債合計 4,520 4,074

負債合計 49,982 52,517
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22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 49,000 49,000

繰越利益剰余金 3,978 6,709

利益剰余金合計 53,188 55,919

自己株式 △1 △1

株主資本合計 59,700 62,431

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △10 △9

評価・換算差額等合計 △10 △9

純資産合計 59,689 62,421

負債純資産合計 109,672 114,939
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(2) 損益計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業収益

仲介事業収益 39,808 40,368

受託販売事業収益 3,743 5,739

賃貸事業収益 1,924 1,745

その他の事業収益 245 258

営業収益合計 45,722 48,112

営業原価

仲介原価 31,151 30,374

受託販売原価 3,713 4,440

賃貸原価 763 704

その他の事業原価 278 259

営業原価合計 35,906 35,778

売上総利益 9,815 12,333

販売費及び一般管理費

役員報酬 352 315

給料及び賞与 905 903

賞与引当金繰入額 37 36

退職給付費用 22 32

役員退職慰労引当金繰入額 29 21

福利厚生費 226 228

減価償却費 186 206

賃借料 417 371

支払手数料 297 263

広告宣伝費 293 226

貸倒引当金繰入額 9 53

その他 966 857

販売費及び一般管理費合計 3,745 3,518

営業利益 6,070 8,815

営業外収益

受取利息 153 112

有価証券利息 8 9

受取配当金 11 491

その他 22 22

営業外収益合計 195 635

営業外費用

支払利息 352 277

その他 10 18

営業外費用合計 363 295

経常利益 5,902 9,154

特別利益

受取補償金 － 147

特別利益合計 － 147

特別損失

固定資産除却損 11 19

投資有価証券売却損 － 56

投資有価証券評価損 264 －

特別損失合計 275 75
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

税引前当期純利益 5,627 9,226

法人税、住民税及び事業税 2,191 3,936

法人税等調整額 199 △300

法人税等合計 2,390 3,635

当期純利益 3,236 5,590
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(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

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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)

327 1.1 144 0.5

人件費 17,956 57.6 17,772 58.5

諸経費 ※１ 12,867 41.3 12,456 41.0

合計 31,151 100 30,374 100

前事業年度 当事業年度

広告宣伝費 5,314百万円 広告宣伝費 5,271百万円

賃借料 3,188百万円 賃借料 3,194百万円

減価償却費 320百万円 減価償却費 286百万円

受託販売原価明細書

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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)

61 1.6 220 5.6

人件費 2,786 70.7 2,730 70.2

諸経費 ※１ 1,094 27.7 940 24.2

合計 3,942 100 3,892 100

期首未成業務支出金 1,471 1,701

期末未成業務支出金 1,701 1,152

当期受託販売原価 3,713 4,440

前事業年度 当事業年度

広告宣伝費 2百万円 広告宣伝費 1百万円

賃借料 170百万円 賃借料 168百万円

減価償却費 8百万円 減価償却費 10百万円
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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

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 ※１ 315 41.3 292 41.5

人件費 30 4.0 28 4.0

諸経費 ※２ 417 54.7 383 54.5

合計 763 100 704 100

前事業年度 当事業年度

賃借料 64百万円 賃借料 50百万円

減価償却費 250百万円 減価償却費 241百万円

前事業年度 当事業年度

租税公課 118百万円 租税公課 120百万円

その他の事業原価明細書

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 67 24.3 21 8.3

人件費 181 65.3 208 80.1

諸経費 ※２ 29 10.4 30 11.6

合計 278 100 259 100

前事業年度 当事業年度

不動産販売原価 67百万円 不動産販売原価 21百万円

前事業年度 当事業年度

賃借料 20百万円 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)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 43,000 49,000

当期変動額

別途積立金の積立 6,000 －

当期変動額合計 6,000 －

当期末残高 49,000 49,000

繰越利益剰余金

前期末残高 10,173 3,978

当期変動額

別途積立金の積立 △6,000 －

剰余金の配当 △3,431 △2,859

当期純利益 3,236 5,590

当期変動額合計 △6,195 2,730

当期末残高 3,978 6,709

利益剰余金合計

前期末残高 53,383 53,188

当期変動額

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △3,431 △2,859

当期純利益 3,236 5,590

当期変動額合計 △195 2,730

当期末残高 53,188 55,919
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

自己株式

前期末残高 △1 △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 59,895 59,700

当期変動額

剰余金の配当 △3,431 △2,859

当期純利益 3,236 5,590

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △195 2,730

当期末残高 59,700 62,431

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △121 △10

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

110 1

当期変動額合計 110 1

当期末残高 △10 △9

評価・換算差額等合計

前期末残高 △121 △10

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

110 1

当期変動額合計 110 1

当期末残高 △10 △9

純資産合計

前期末残高 59,774 59,689

当期変動額

剰余金の配当 △3,431 △2,859

当期純利益 3,236 5,590

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） 110 1

当期変動額合計 △84 2,732

当期末残高 59,689 62,421
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

新任監査役候補 

監査役  前原 輝幸 (現 八重洲総合事務所税理士) 

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

(4)継続企業の前提に関する注記

６. その他

(1) 役員の異動

① 代表者の異動

② その他の役員の異動(平成22年６月25日付予定)
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

前期比

仲介業務 40,032 40,514 ＋1.2％

受託販売業務 3,987 5,951 ＋49.2％

賃貸業務 2,550 2,373 △6.9％

不動産販売業務 3,796 6,786 ＋78.8％

その他の業務 523 632 ＋20.7％

  小計 50,890 56,258 ＋10.5％

消去又は全社 △345 △315 ―

  合計 50,544 55,942 ＋10.7％

区分
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

前期比

首都圏 12,585 13,992 ＋11.2％

関西圏 10,169 10,610 ＋4.3％

その他 5,068 5,372 ＋6.0％

合計 27,822 29,974 ＋7.7％

区分
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

前期比

首都圏 484,916 449,354 △7.3％

関西圏 222,305 215,134 △3.2％

その他 113,987 105,387 △7.5％

合計 821,209 769,875 △6.3％

区分
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

前期比

首都圏 23,312 23,755 ＋1.9％

関西圏 10,837 10,972 ＋1.3％

その他 5,883 5,786 △1.6％

合計 40,032 40,514 ＋1.2％
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