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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 30,135 △28.3 8,403 36.7 5,183 79.0 2,062 ―

22年3月期 42,004 △19.1 6,145 △31.7 2,895 △53.1 △8,706 ―

（注）包括利益 23年3月期 3,163百万円 （―％） 22年3月期 △9,028百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 13.47 11.93 3.2 1.7 27.9
22年3月期 △58.50 ― △13.8 0.9 14.6

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  △2百万円

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

23年3月期 296,058 73,010 24.5 363.13
22年3月期 303,456 58,764 19.2 392.14

（参考） 自己資本   23年3月期  72,479百万円 22年3月期  58,359百万円

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

23年3月期 16,639 △3,921 △11,612 38,010
22年3月期 16,399 △5,740 △3,104 36,610

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 3.00 ― 0.00 3.00 446 ― 0.7
23年3月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00 696 29.7 1.1

24年3月期(予想) ― 2.00 ― 2.00 4.00 40.1

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 11,700 △16.9 3,100 △21.7 1,400 △41.8 800 △9.5 3.90
通期 29,000 △3.8 6,500 △22.7 3,400 △34.4 2,000 △3.0 9.90



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料24ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事実の変更」をご参照ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 23年3月期 200,299,980 株 22年3月期 149,503,980 株

② 期末自己株式数 23年3月期 704,493 株 22年3月期 682,986 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 153,044,842 株 22年3月期 148,830,822 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 26,695 △30.2 7,637 △1.0 4,860 1.3 2,210 ―

22年3月期 38,218 △21.7 7,717 △9.3 4,796 △21.2 △8,851 ―

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

23年3月期 14.44 12.79
22年3月期 △59.47 ―

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

23年3月期 288,195 72,431 25.1 362.89
22年3月期 295,641 58,185 19.7 390.98

（参考） 自己資本 23年3月期  72,431百万円 22年3月期  58,185百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きが実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 
実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の3ページをご参照ください。 
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(１) 経営成績に関する分析 

 (1) 当連結会計年度の概況 

 当連結会計年度のわが国経済は、前半こそ政府による各種の政策効果を背景に、着実に持ち直しの動きがみられま

したものの、後半には円高の進行や原油価格の上昇などから足踏み状態となりました。その後、企業業績の改善等好

転への動きも見られましたが、本年３月には東日本大震災が発生し、その甚大な被害から経済に大きな影響を与える

に至っております。  

 こうした中、不動産業界においては、依然として地価の下落が続いているものの、全国的に下落率は縮小し、下落

基調からの転換の動きが見られました。  

 ビル賃貸事業分野においては、空室率の上昇に歯止めがかかりつつあるものの、賃料相場については、企業のコス

ト削減、継続するテナント誘致競争等の影響により弱含みで推移しており厳しい事業環境が続きました。  

 不動産投資市場においては、Jリート市場において、官民ファンドの創設や合併による再編の進行、日本銀行によ

る投資口の買い入れなどから市場心理が好転し、投資口の売買が活性化するなど、全体として回復基調が続きまし

た。  

 住宅事業分野においては、各種住宅需要促進施策の奏功や需給関係の好転などにより一時の低迷期から着工戸数お

よび販売戸数が増加し、販売在庫が減少するなど、改善の動きが見られました。 

 このような状況のもと、当社グループの各事業部門の概況は、次のとおりであります。 

  

(2) 各事業部門の状況  

（賃貸事業部門） 

本部門のビル賃貸事業では、「セントライズ栄」（名古屋市中区）が通期稼働し収益に寄与しましたが、前連結会

計年度に所有ビルを売却したこと等により、賃貸収益は3億8百万円（1.8％）の減少となりました。 

 内訳としましては、証券取引所賃貸収益は51億42百万円（前期比1百万円、0.0％減）、一般オフィス賃貸収益は88

億81百万円（同4億21百万円、4.5％減）、商業施設賃貸収益は32億55百万円（同1億15百万円、3.7％増）となり、 

これに土地賃貸収益等を加えたビル賃貸事業の収益は、174億11百万円（同3億7百万円、1.7％減）となりました。  

 なお、当連結会計年度末の当社の賃貸用ビルの空室率は、2.0％であります。 

 これに住宅賃貸収益等を含めた本部門の収益は、182億44百万円（同4億93百万円、2.6％減）となりました。    

 （不動産開発事業部門） 

 本部門においては、心斎橋SIビルの開発と売却などを通じて収益を計上しましたが、全体としては開発不動産の売

却収入が減少したため、不動産の開発およびマネジメント業務における収益は33億64百万円（前期比57億1百万円、

62.9％減）となり、これに不動産仲介収益等を加えました本部門の収益は、38億83百万円（同56億73百万円、59.4％

減）となりました。 

（住宅開発事業部門） 

 本部門の分譲事業においては、「サウスオールシティ」（大阪府堺市）など合計121戸を売上に計上しました。そ

の収益は、62億71百万円（前期比51億42百万円、45.1％減）となり、その他収益を含めた本部門の収益は、63億38百

万円（同52億24百万円、45.2％減）となりました。 

 （その他の事業部門） 

 請負工事建物管理事業の収益は11億15百万円（同5億29百万円、32.2％減）、介護付有料老人ホーム事業は4億40百

万円（同23百万円、5.6％増）となり、その他収益を含めた本部門の収益は、16億69百万円（同4億77百万円、22.3％

減）となりました。 

 なお、当社のコア事業であるビル賃貸事業の更なる展開による収益基盤の拡充という中長期的な目的に基づき、財

務基盤の強化のために公募増資を、また、三菱地所株式会社と資本業務提携契約を締結するとともに、三菱地所株式

会社に対する第三者割当増資もあわせて行いました。これにより、当社本店の所在する日本橋兜町地区の再開発に関

する取り組みを中心に、両社の事業基盤・ノウハウ等の強みをより一層活かすことができるものと考えております。

さらに、この公募増資と第三者割当により、上記資本業務提携に基づき当社が中長期的に取り組んでいく事業展開に

関わる設備投資を柔軟かつ適切に実行することが可能になるものと考えております。 

 また、第１四半期連結会計期間からセグメント区分を変更しているため、前年同期の実績値については、新セグメ

ントに組み替えて表示しております。 

   

 (3) 当社グループ全体の状況  

 以上により、当連結会計年度における当社グループ全体の状況は次のとおりとなりました。 

 営業収益は301億35百万円（前期比118億69百万円、28.3％減）、売上原価は176億52百万円（同138億62百万円、

44.0％減）となり、販売費および一般管理費は40億78百万円（同2億64百万円、6.1％減）となりました。 

 この結果、営業利益は84億3百万円（同22億57百万円、36.7％増）、経常利益は51億83百万円（同22億88百万円、

１．経営成績



79.0％増）となりました。また、投資有価証券の評価損や本年３月に発生した東日本大震災の影響による災害損失な

どによる特別損失12億51百万円を計上し、当期純利益は20億62百万円（前年同期は87億6百万円の当期純損失）とな

りました。 

  

 (4) 次期の業績見通し 

 わが国経済は、対外経済環境や企業収益の改善により、自立的回復に向けた動きも見られていましたが、東日本大

震災による生産活動、企業収益等への影響が懸念され、当面不透明な状況が続くと思われます。 

 このような状況のもと、賃貸事業部門においては、ビル賃貸事業が昨年２月に竣工したセントライズ栄の収益への

寄与等により、174億円の収益計上（前期比0億円、0.2％減）の見込みであり、これに住宅賃貸収益等を含めた本事

業部門の営業収益は183億円（同0億円、0.3％増）となる見通しであります。 

 また、不動産開発事業部門においては、開発不動産収益の減少により、25億円（同13億円、35.6％減）の見通しで

あります。 

 住宅開発事業部門においては、66億円（同2億円、4.1％増）の見通しであります。 

 以上3部門に請負工事建物管理事業、介護付有料老人ホーム事業などその他の収益を加えた当社グループ全体の営

業収益は、290億円（同11億円、3.8％減）となる見通しであります。 

 営業利益は65億円（同19億円、22.7％減）、経常利益は34億円（同17億円、34.4％減）、当期純利益は20億円とな

る見通しであります。 

   

(２) 財政状態に関する分析 

(1) 当連結会計年度末の資産、負債、純資産   

 ① 総資産の減少の主な要因は、販売用不動産56億30百万円の減少によるものです。 

 ② 総負債の減少の主な要因は、普通社債187億50百万円の減少によるものです。 

 ③ 純資産の増加の主な要因は、資本金56億94百万円、資本剰余金56億94百万円の増加によるものです。 

  

  

＜連結＞ （単位：百万円）

  当連結会計年度末 前連結会計年度比

総資産  296,058  △7,397

総負債  223,048  △21,643

純資産  73,010  14,245

有利子負債  186,358  △22,514



(2) キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

13億99百万円増加し、380億10百万円となりました。 

 当連結会計年度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とおりであります。 

 （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、税金等調整前当期純利益40億28百万円及びたな卸資産の減少30億93百万円

などがあり、166億39百万円の資金の増加となりました。（前年同期は163億99百万円の増加） 

  

 （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37億62百万円及び有価証券の取得による支

出25億円などがあり、39億21百万円の資金の減少となりました。（前年同期は57億40百万円の減少） 

  

 （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、長期借入れによる収入309億50百万円及び株式の発行による収入113億18百

万円などがあった一方、長期借入金の返済による支出226億64百万円、社債の償還による支出153億50百万円及び短期

借入金の減少120億50百万円などがあり、116億12百万円の資金の減少となりました。（前年同期は31億4百万円の減

少） 

  

(注) 各指標はいずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

           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 

           債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

           インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 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すべての負債及び新株予約権

付社債を対象としております。また、利払いは連結損益計算書に計上されている支払利息を使用しております。

営業キャッシュ・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。 

(３) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

（1）当社の主要事業であるビル賃貸事業は、長期的な展望に立っての事業展開が必要であり、そのためには安定し

た財務基盤の確保を図ることが経営上の重要な課題の一つと考えております。こうした観点から、株主各位に対

する利益還元につきましては、業績の推移を踏まえつつ、連結配当性向30％以上を目途とすることを基本方針と

しております。 

  当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配

当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

（2）配当決定にあたっての考え方 

  利益配分に関する基本方針に基づき、対象事業年度の業績とその後の事業展開等を総合的に勘案して決定する

こととしております。 

（3）内部留保資金の使途 

  内部留保資金につきましては、安定した財務基盤の確保及び長期的な展望に立っての事業展開に備えるもので

あり、将来の利益還元に資するものと考えております。   

  平成23年３月期に関しましては、期末配当金２円とし、年間配当金４円（第２四半期２円実施済み）とさせて

いただく予定です。 

項目 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 平成23年３月期

自己資本比率 ％ 31.4 ％ 22.6  ％ 21.3  ％ 19.2  ％ 24.5

時価ベースの自己資本比率 ％ 54.1 ％ 23.3  ％ 10.0  ％ 13.8  ％ 12.9

債務償還年数  年 －  年 － 年 11.9 年 12.7 年 11.2

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ 
 倍 －  倍 －  倍 5.9  倍 4.9  倍 5.0



  平成24年３月期につきましては、業績見通しを踏まえ、１株当たりの配当金といたしまして第２四半期２円、

期末２円（年間配当金４円）を行う計画でありますが、期末配当金につきましては、利益還元に関する基本方針

に基づき、決定させていただく予定であります。 

  

(４) 事業等のリスク 

 当社グループの経営成績および財政状態に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

(1）賃貸事業について 

 当社グループは、賃貸事業部門において証券取引所、オフィス、商業施設、住宅等の開発・賃貸・管理・運営を

行っております。 

 当該賃貸事業は、地価の動向等のほかに、賃貸オフィス市場における賃料市況の変化、商業施設における他の商

業施設との競合激化等により賃貸料に影響を受ける可能性があります。また、地震その他の自然災害、事故やテロ

その他の人災により所有資産が劣化または滅失し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2）株式会社東京証券取引所の賃貸料について 

 当社は、当社が所有する東京証券取引所ビルを株式会社東京証券取引所に賃貸しております。東京証券取引所ビ

ルの賃貸借契約は２年ごとに更新しており、第91期が更新の年度に当たりますが、現在更新の交渉中です。かかる

交渉の結果によっては、賃貸料について変動が生じる可能性があります。 

 なお、 近５連結会計年度における同社からの賃貸料収入及び営業収益に対する割合は下表のとおりでありま

す。 

  

(3）賃貸用不動産への投資と有利子負債残高の推移について 

 当社グループは賃貸事業部門の収益力の強化・安定を目指し、オフィスビルの取得や建替え、商業施設の開発等

を進めてまいりましたが、その建設資金や取得資金を主に有利子負債により調達しているため、有利子負債残高は

増加を示しておりました。 

 今後、当社グループは取得した賃貸用不動産からのキャッシュ・フロー及び資金の調達手段を一層多様化するこ

と等により有利子負債残高の削減とＤ／Ｅレシオの改善を行う方針でありますが、当社グループの業績は金利動向

等により影響を受ける可能性があります。 

 なお、 近５連結会計年度における有利子負債残高及びＤ／Ｅレシオは下表のとおりであります。 

 （注） 有利子負債は、短期借入金、１年以内に償還予定の社債、１年以内に返済予定の長期借入金、社債、転換社債

型新株予約権付社債、長期借入金であります。 

  

(4）不動産開発事業について 

 当社グループは、不動産開発事業部門において収益用不動産の開発、資産運用及びマネジメント等を行っており

ます。 

 当該不動産開発事業は、景気動向や不動産市場における需要の悪化等により投資の採算性が低下し、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。 

  

区分 
第87期 

平成18年４月１日～ 
平成19年３月31日 

第88期
平成19年４月１日～ 
平成20年３月31日 

第89期
平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日 

第90期 
平成21年４月１日～ 
平成22年３月31日 

第91期
平成22年４月１日～ 
平成23年３月31日 

賃貸料（百万円）  4,812 4,812 4,812  4,812 4,812

営業収益に対する割
合（％）  15.1 15.3 9.3  11.5 16.0

区分 

 
第87期 

平成18年 
４月１日～ 
平成19年 
３月31日 

  

第88期 
平成19年 
４月１日～ 
平成20年 
３月31日 

  

 第89期 
平成20年 
４月１日～ 
平成21年 
３月31日 

  

第90期 
平成21年 
４月１日～ 
平成22年 
３月31日 

  

第91期
平成22年 
４月１日～ 
平成23年 
３月31日 

有利子負債残高 
（百万円）  112,932 191,780 210,292  208,872 186,358

Ｄ／Ｅレシオ（倍）  1.7 2.7 2.9  3.6 2.6



(5）住宅開発事業について 

 当社グループは、住宅開発事業部門において居住用不動産の開発及び販売等を行っております。 

 当社グループの業績は、住宅開発事業部門における大型物件の竣工及び引渡し等により変動する可能性がありま

す。また、マンション分譲等においては、共同事業者の破綻、供給過剰による販売競争の激化、今後の金利及び地

価の動向、競合の状況、税制の変更等が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

 なお、 近５連結会計年度における事業の種類別営業収益及び営業利益は下表のとおりであります。 

  

 また、第91期第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報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

20号 平成20年３月21日）を適用し、「賃貸事業」、「不動産開発事業」及び「住宅開発事業」の３つを報告セグ

メントとしております。第91期連結会計年度における報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失は下表のとお

りです。 

  

  (6）減損会計等について 

 平成14年８月に企業会計審議会によって公表された「固定資産の減損に係る会計基準」を受けて、平成15年10月

に企業会計基準委員会から「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」が公表され、第86期において減損損失と

して３億92百万円を計上しております。また、平成18年７月に企業会計基準委員会から「棚卸資産の評価に関する

会計基準」が公表され、第89期においては、たな卸資産評価損として、売上原価に53億28百万円を計上しておりま

す。第90期においては、たな卸資産等評価損として売上原価に63億21百万円、減損損失として106億26百万円を計

上しております。また、第91期においては、たな卸資産評価損として売上原価に５億７百万円、減損損失として２

億12百万円を計上しております。今後不動産市況の動向等により当社保有不動産の価格が下落した場合には、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  
第86期 

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 

第87期
平成18年４月１日～
平成19年３月31日 

第88期
平成19年４月１日～
平成20年３月31日 

第89期
平成20年４月１日～ 
平成21年３月31日 

第90期
平成21年４月１日～
平成22年３月31日 

  営業収益 

営業利益
または営
業損失 
（△） 

営業収益

営業利益
または営
業損失 
（△） 

営業収益

営業利益
または営
業損失 
（△） 

営業収益

営業利益
または営
業損失 
（△） 

営業収益 

営業利
益また
は営業
損失 
（△） 

ビル事業（百万円）  16,449  7,277 16,725 7,593 17,747 7,603 25,663  7,997  17,989 8,096

住宅事業（百万円）  16,729  1,634 5,436 319 5,752 429 9,571  △3,860  12,337 △1,778

資産開発事業 
（百万円）  1,877  671 7,553 2,514 5,690 2,167 14,770  6,160  9,258 829

その他の事業 
（百万円）  3,151  134 4,904 296 3,707 252 3,883  △77  4,140 116

計（百万円）  38,208  9,717 34,619 10,724 32,898 10,453 53,888  10,219  43,726 7,263

消去または全社 
（百万円） (1,608) (1,092) (2,707) (1,086) (1,514) (1,248) (1,953) (1,221) (1,721) (1,117)

計（百万円）  36,599  8,625 31,912 9,637 31,384 9,205 51,935  8,998  42,004 6,145

    （単位：百万円）

  
第91期連結会計年度

平成22年４月１日～平成23年３月31日 

  売上高 セグメント利益又は損失（△）

報告セグメント 

賃貸事業  18,270  7,639

不動産開発事業  4,054  1,779

住宅開発事業  6,338  42

その他  3,450  167

調整額 △1,978 △1,225

計  30,135  8,403



  

(7）繰延税金資産に係る財務上の影響について 

 当社グループは、現時点における会計基準に従い、将来の課税所得の見積りに基づいて繰延税金資産の回収可能

性を評価しております。その見積額が減少し繰延税金資産の一部又は全部を将来実現できないと判断された場合、

あるいは税制関連の法令改正がなされ、法人税率の引き下げ等が行われた場合、繰延税金資産を減額し、税金費用

を計上することになります。その結果、当社グループの業績及び財務状況が影響を受ける可能性があります。 

  

(8）三菱地所株式会社との資本業務提携について 

 当社は、平成23年２月17日付で、三菱地所株式会社との間で資本業務提携（以下「本資本業務提携」という。）

契約を締結しました。今後、同契約に基づき、三菱地所株式会社との間で密接な事業上の協働関係を構築のうえ、

兜町再開発に関する取り組みを中心に事業シナジーを 大化させるべく本資本業務提携に取り組んでまいります

が、事後的に発生した想定外の事象や環境の変化等によって、本資本業務提携について当初期待した効果が得られ

ない可能性があるほか、将来、何らかの事由により本資本業務提携が終了する可能性もあります。 

  

(9）不動産関連法制について 

 当社グループの各事業には、建築基準法、都市計画法等、各種法規制が適用されております。将来、これらの法

規制が改正された場合や、新たな法規制が設けられた場合には、新たな義務や費用負担の発生等により、当社グル

ープの業績及び財務状況が影響を受ける可能性があります。 

  

  



１．企業集団等の概要 

 当社グループは、連結財務諸表提出会社（以下「当社」という。）と連結子会社9社で構成されております。当社

グループが営んでいる主な事業内容、当該事業に携わっている会社名及び各社の当該事業における位置付けは次のと

おりであります。 

 なお、当社グループが営んでいる事業内容と、報告セグメントにおける事業区分は、同一であります。 

(1）賃貸事業 

 当社、平和サービス株式会社及び株式会社大阪証券会館は、証券取引所、オフィス、商業施設、住宅等の開発・

賃貸・管理・運営を行っております。 

(2）不動産開発事業 

 当社は、収益用不動産の開発、資産運用及びマネジメント事業等ならびに不動産の仲介等を行っております。 

 有限会社カシオペア・インベストメント、有限会社スターワンリアルティ、有限会社スターツーリアルティ及び

有限会社カリテスは、匿名組合契約方式による不動産を信託財産とする信託受益権の取得、保有及び管理等を行っ

ております。 

 平和不動産アセットマネジメント株式会社は、平和不動産リート投資法人の資産運用を行っております。 

 平和サービス株式会社は、プロパティマネジメント等を行っております。  

 ハウジングサービス株式会社は、不動産の仲介等を行っております。 

(3）住宅開発事業 

 当社は居住用不動産の開発及び販売等を行っております。 

(4）その他の事業 

 平和サービス株式会社は、主に当社が所有する建物設備保守管理及び改修工事請負事業、保険代理店業務等を行

っております。 

 平和ヘルスケア株式会社は、介護付有料老人ホーム事業を行っております。 

 上記の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

２．企業集団の状況



（１） 会社の経営の基本方針 

当社グループは、証券取引所、証券関連団体、証券会社等に建物を賃貸することを目的に設立されました。 

 現在は、証券業界のみならず、幅広く一般の事業会社や商業テナントに、高い機能性とハイクオリティに富んだ

施設を賃貸するとともに、良好な居住空間を提供する住宅販売・賃貸事業や高齢化社会に向けての介護付有料老人

ホーム事業を行うなど、その業務分野を拡大しております。 

 このように、当社グループは、機能的なビジネス空間と新しいコミュニティを創造する事業活動を通じて、豊か

な社会の実現に貢献してまいります。 

 また、これらの事業展開に当たっては、賃貸事業における所有不動産の有効活用の推進をはじめとして、蓄積し

たノウハウを活用することにより、企業収益力を維持・向上させてまいります。また、有利子負債の削減など財務

体質の強化を図り、社会から信頼される企業となることを経営の基本方針としております。 

  

（２） 目標とする経営指標 

 当社グループは、コア事業である賃貸事業の強化のため、昨年６月に着工いたしました「一番町平和ビル」（仙

台市青葉区）をはじめとした建替え事業を推進する一方、不動産開発事業においては、平和不動産リート投資法人

のサポートを含めたノンアセットフィー収入拡大を進めるなど、事業の選択と集中を加速させ、強固な収益基盤の

構築を目指してまいります。 

 また、経営指標としては、Ｄ／Ｅレシオの改善、自己資本比率の向上に注力してまいります。 

  

（３） 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

本年３月に発生した東日本大震災は、わが国経済社会に甚大な影響を与え、生産活動の縮小や個人消費の低迷な

ども懸念されており、今後のわが国経済は不透明な状況が続くものと思われます。 

また、前連結会計年度の決算においては、大幅な赤字を計上し、配当につきましても、期末配当を無配にせざる

を得ないという大変厳しい結果となりましたが、当社グループは、この業績悪化を真摯に受け止めるとともに、厳

しい外部環境の変化に対応し、次のような基本戦略のもと、事業の選択と集中を加速させ、全社一丸となって強固

な収益基盤の構築を目指してまいります。 

① 賃貸事業においては、現状の高稼働率を引き続き維持していくとともに、本年７月に竣工予定でありました

「一番町平和ビル」については東日本大震災の影響により竣工時期が延期となりますが、その建設を着実に進

めてまいります。 

② 不動産開発事業においては、平和不動産リート投資法人のサポートを含めたノンアセットフィー収入の拡大を

図ることに注力してまいります。 

③ 住宅開発事業においては、引き続き、販売在庫の徹底的な圧縮に努めることを 優先に事業展開いたします。

④ 財務運営においては、有利子負債の削減、自己資本比率の改善など財務体質の強化を図ります。 

  

（三菱地所株式会社との資本業務提携について） 

当社は、かねてより、本店の所在する東京都中央区日本橋兜町地区をはじめとする当社の重点事業地域における

再開発に関する取り組みを中長期的に強化・推進し、高い付加価値を創出していくことにより、当社ビル賃貸事業

の収益力を中長期的に向上させていく必要があると考え、今後の当社グループの事業展開の中長期的な目的と方針

を十分に理解しあい、協働して事業展開を行うことができる候補先との業務提携を一昨年来検討してまいりまし

た。 

今回の資本業務提携先である三菱地所株式会社（以下「三菱地所」という。）は、三菱グループ中核企業の一角

であるとともに、日本を代表する総合不動産会社であり、東京都千代田区丸の内地区を中心とした地域において再

開発に関する優れた実績を有しております。当社と三菱地所とは、これまでに多数の不動産開発プロジェクトを共

同で行っており、現在も進行中の共同プロジェクトがあるなど、良好な協働関係を構築してまいりました。これら

の実績等を踏まえ、業務提携の候補先として三菱地所が 適であると考えるに至り、両者の事業基盤・ノウハウ等

の強みをより一層活かし、兜町再開発に関する取り組み等を協働して積極的に推進していくことを主眼として、昨

年来、業務提携についての検討を三菱地所と開始いたしました。三菱地所との検討・協議の結果、業務提携に際

し、三菱地所を割当先とする第三者割当の方法による新株式発行を実施することにより、当社と三菱地所とが今ま

で以上に密接な事業上の協働関係を構築のうえ、事業シナジーを発揮し、協働して中長期的な再開発に関する取り

組みを推進していくことが十分期待できると考えております。 

かかる検討・協議を踏まえ、当社は、三菱地所との業務提携とともに、当社の普通株式を第三者割当の方法によ

り同社に割り当てることによって、業務提携に基づく協働関係をより確固たるものとすることが今後の当社の事業

展開等にとって 善の方策であると判断し、平成23年２月17日開催の取締役会において、三菱地所との間で資本業

務提携に係る契約を締結し、同社を割当先として第三者割当増資を行うことを決定いたしました。 

３．経営方針



当社と三菱地所は、中長期的な兜町再開発に関する取り組み等の推進について、包括的な協働関係を構築し、当該事

業に関して、不動産開発、不動産マネジメント、テナントリーシング、資金調達その他関連事業に係るノウハウの相

互提供および顧客基盤の相互提供を行うものとしており、さらに、両社は、上記以外の事業においても、協働関係を

構築することについて積極的に検討することを合意しております。 

   

 なお、当社は、平成21年６月25日開催の定時株主総会において、「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買

収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）の継続導入を決議しております。 

 本プランの内容は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

   http://www.heiwa-net.co.jp/news/pdf/090515b.pdf 



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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,066 19,921

営業未収入金 822 676

有価証券 21,554 18,150

販売用不動産 ※3  19,708 ※3  14,078

仕掛販売用不動産 7,755 10,179

営業出資 3,841 2,749

その他のたな卸資産 3 3

繰延税金資産 4,029 2,071

その他 2,179 774

貸倒引当金 △73 △46

流動資産合計 75,888 68,559

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※3  138,988 ※3  140,356

減価償却累計額 △57,490 △61,617

建物及び構築物（純額） ※3  81,497 ※3  78,739

機械装置及び運搬具 1,541 1,544

減価償却累計額 △1,007 △1,121

機械装置及び運搬具（純額） 533 423

工具、器具及び備品 1,360 1,380

減価償却累計額 △1,010 △1,081

工具、器具及び備品（純額） 350 299

土地 ※2, ※3  121,428 ※2, ※3  123,251

建設仮勘定 458 1,314

有形固定資産合計 204,267 204,027

無形固定資産   

借地権 5,681 4,558

のれん 191 401

その他 111 114

無形固定資産合計 5,984 5,074

投資その他の資産   

投資有価証券 10,706 12,208

従業員に対する長期貸付金 7 6

繰延税金資産 3,777 3,418

その他 3,392 2,569

貸倒引当金 △848 △22

投資その他の資産合計 17,036 18,180

固定資産合計 227,288 227,281

繰延資産   

社債発行費 279 217

繰延資産合計 279 217

資産合計 303,456 296,058



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 1,487 1,269

1年内償還予定の社債 ※3  18,250 ※3  4,540

短期借入金 28,900 16,850

1年内返済予定の長期借入金 ※3  26,438 ※3  28,839

未払法人税等 79 185

未払消費税等 55 528

役員賞与引当金 － 25

賞与引当金 210 188

その他 2,196 2,826

流動負債合計 77,616 55,254

固定負債   

社債 ※3  39,440 ※3  34,400

転換社債型新株予約権付社債 20,000 20,000

長期借入金 ※3  75,844 ※3  81,729

長期預り敷金保証金 ※3  20,742 ※3  20,419

繰延税金負債 26 80

再評価に係る繰延税金負債 ※2  10,185 ※2  10,205

長期未払金 279 137

退職給付引当金 533 610

資産除去債務 － 188

負ののれん 23 19

その他 － 3

固定負債合計 167,075 167,794

負債合計 244,691 223,048

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,797 21,492

資本剰余金 14,025 19,720

利益剰余金 14,263 15,992

自己株式 △373 △378

株主資本合計 43,713 56,827

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △200 776

土地再評価差額金 ※2  14,846 ※2  14,875

その他の包括利益累計額合計 14,645 15,652

少数株主持分 405 530

純資産合計 58,764 73,010

負債純資産合計 303,456 296,058



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業収益 42,004 30,135

売上原価 ※1  31,515 ※1  17,652

売上総利益 10,489 12,482

販売費及び一般管理費   

販売費 833 502

給料及び手当 1,133 1,281

役員賞与引当金繰入額 － 25

賞与引当金繰入額 149 132

退職給付費用 30 106

支払手数料 692 426

貸倒引当金繰入額 37 －

その他 1,466 1,603

販売費及び一般管理費合計 4,343 4,078

営業利益 6,145 8,403

営業外収益   

受取利息 22 25

受取配当金 218 412

負ののれん償却額 9 6

雑収入 40 60

営業外収益合計 291 505

営業外費用   

支払利息 3,270 3,256

社債発行費償却 68 87

株式交付費 － 118

持分法による投資損失 2 －

貸倒引当金繰入額 6 －

雑損失 193 263

営業外費用合計 3,541 3,725

経常利益 2,895 5,183

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1 90

固定資産売却益 ※2  2,481 ※2  6

投資有価証券売却益 235 －

その他 14 －

特別利益合計 2,734 96



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 ※3  1,640 ※3  3

固定資産除却損 ※4  1,269 ※4  124

建物設備解体費 ※5  192 ※5  90

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 56

投資有価証券評価損 － 448

営業出資評価損 ※6  4,607 －

減損損失 ※7  10,626 ※7  212

災害による損失 － ※8  255

その他 － 58

特別損失合計 18,335 1,251

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△12,706 4,028

法人税、住民税及び事業税 105 126

法人税等調整額 △3,032 1,715

法人税等合計 △2,927 1,841

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,186

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,072 124

当期純利益又は当期純損失（△） △8,706 2,062



（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,186

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 976

その他の包括利益合計 － ※2  976

包括利益 － ※1  3,163

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 3,038

少数株主に係る包括利益 － 124



（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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 15,797 15,797

当期変動額   

新株の発行 － 5,694

当期変動額合計 － 5,694

当期末残高 15,797 21,492

資本剰余金   

前期末残高 14,025 14,025

当期変動額   

新株の発行 － 5,694

当期変動額合計 － 5,694

当期末残高 14,025 19,720

利益剰余金   

前期末残高 30,046 14,263

当期変動額   

剰余金の配当 △1,339 △297

当期純利益又は当期純損失（△） △8,706 2,062

連結範囲の変動 － △5

自己株式の処分 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 △5,737 △29

当期変動額合計 △15,783 1,729

当期末残高 14,263 15,992

自己株式   

前期末残高 △366 △373

当期変動額   

自己株式の取得 △7 △5

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △6 △4

当期末残高 △373 △378

株主資本合計   

前期末残高 59,503 43,713

当期変動額   

新株の発行 － 11,389

剰余金の配当 △1,339 △297

当期純利益又は当期純損失（△） △8,706 2,062

連結範囲の変動 － △5

自己株式の取得 △7 △5

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 △5,737 △29



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当期変動額合計 △15,790 13,114

当期末残高 43,713 56,827

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △950 △200

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 750 976

当期変動額合計 750 976

当期末残高 △200 776

土地再評価差額金   

前期末残高 9,109 14,846

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,737 29

当期変動額合計 5,737 29

当期末残高 14,846 14,875

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 8,158 14,645

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,487 1,006

当期変動額合計 6,487 1,006

当期末残高 14,645 15,652

少数株主持分   

前期末残高 2,936 405

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,530 124

当期変動額合計 △2,530 124

当期末残高 405 530

純資産合計   

前期末残高 70,598 58,764

当期変動額   

新株の発行 － 11,389

剰余金の配当 △1,339 △297

当期純利益又は当期純損失（△） △8,706 2,062

連結範囲の変動 － △5

自己株式の取得 △7 △5

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 △5,737 △29

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,956 1,130

当期変動額合計 △11,833 14,245

当期末残高 58,764 73,010



（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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△12,706 4,028

減価償却費 5,054 5,098

投資有価証券評価損益（△は益） － 448

固定資産除却損 1,269 124

営業出資評価損益（△は益） 4,607 －

減損損失 10,626 212

貸倒引当金の増減額（△は減少） 41 △853

賞与引当金の増減額（△は減少） △37 △21

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6 25

退職給付引当金の増減額（△は減少） △87 77

受取利息及び受取配当金 △240 △438

支払利息 3,270 3,256

社債発行費償却 68 87

投資有価証券売却損益（△は益） △235 －

固定資産売却損益（△は益） △841 △2

売上債権の増減額（△は増加） 772 1,020

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,385 3,093

営業出資の増減額（△は増加） 3,098 1,091

前払費用の増減額（△は増加） 193 △135

未収入金の増減額（△は増加） △258 258

仕入債務の増減額（△は減少） △794 △593

前受金の増減額（△は減少） △288 246

未払消費税等の増減額（△は減少） △648 501

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △1,096 △122

その他 △1,039 887

小計 22,107 18,294

利息及び配当金の受取額 240 436

利息の支払額 △3,215 △3,284

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,731 1,192

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,399 16,639



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △248 350

有価証券の取得による支出 △600 △2,500

有価証券の売却及び償還による収入 124 3,100

投資有価証券の取得による支出 △3,510 △1,195

投資有価証券の売却及び償還による収入 454 236

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

※2  △397 －

有形固定資産の取得による支出 △7,754 △3,762

有形固定資産の売却による収入 6,949 41

無形固定資産の取得による支出 △59 △25

長期前払費用の取得による支出 △341 △29

差入保証金の差入による支出 △527 △261

差入保証金の回収による収入 356 128

その他 △185 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,740 △3,921

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） 2,780 △12,050

長期借入れによる収入 28,700 30,950

長期借入金の返済による支出 △25,790 △22,664

社債の発行による収入 16,000 2,000

社債の償還による支出 △17,810 △15,350

社債の買入消却による支出 △5,322 △5,482

株式の発行による収入 － 11,318

自己株式の取得による支出 △4 △9

配当金の支払額 △1,339 △297

少数株主への配当金の支払額 △178 －

その他 △139 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,104 △11,612

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,554 1,104

現金及び現金同等物の期首残高 29,055 36,610

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △50

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 344

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  36,610 ※1  38,010



 該当事項はありません。 

  

（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

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数…11社 

連結子会社の名称…平和サービス㈱、平

和ヘルスケア㈱、㈱大阪証券会館、カナ

ル投信㈱、㈲タイタン、㈲エイチツー、

㈲カシオペア・インベストメント、㈲ス

ターワンリアルティ、㈲スターツーリア

ルティ、㈲カリテス、ハウジングサービ

ス㈱  

 なお、従来持分法適用会社であったカナ

ル投信㈱は株式の追加取得により子会社

となったため、当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。 

 連結子会社の数…9社 

連結子会社の名称…平和サービス㈱、平

和ヘルスケア㈱、㈱大阪証券会館、平和

不動産アセットマネジメント㈱（旧カナ

ル投信㈱）、㈲カシオペア・インベスト

メント、㈲スターワンリアルティ、㈲ス

ターツーリアルティ、㈲カリテス、ハウ

ジングサービス㈱  

 なお、従来連結子会社であった㈲タイタ

ン及び㈲エイチツーは重要性が低下した

ため当連結会計年度より連結の範囲から

除外しております。  

２．持分法の適用に関する事

項 

①持分法適用の非連結子会社…該当事項は

ありません。 

①持分法適用の非連結子会社…0社 

  ②持分法適用の関連会社の数…0社  

なお、カナル投信㈱は株式の追加取得に

より子会社となったため、当連結会計年

度より持分法適用の範囲から除外してお

ります。        

②持分法適用の関連会社の数…該当事項は

ありません。  

    

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち、㈲タイタンの決算日は

8月31日であります。連結財務諸表の作成

に当たっては、2月28日で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用しております。 

また、㈲エイチツーの決算日は12月31日で

あります。連結財務諸表の作成に当たって

は、2月28日で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。 

また、㈲カシオペア・インベストメント、

㈲スターワンリアルティ、㈲スターツーリ

アルティ、㈲カリテスの決算日は12月31日

であります。連結財務諸表の作成に当たっ

ては、決算日現在の財務諸表を使用してお

ります。 

ただし、これらの会社での連結決算日まで

の期間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。 

連結子会社のうち、㈲カシオペア・インベ

ストメント、㈲スターワンリアルティ、㈲

スターツーリアルティ、㈲カリテスの決算

日は12月31日であります。連結財務諸表の

作成に当たっては、決算日現在の財務諸表

を使用しております。 

ただし、これらの会社での連結決算日まで

の期間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。 



項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

有価証券 

満期保有目的の債券… 

 償却原価法（定額法）を採用してお

ります。 

有価証券 

満期保有目的の債券… 

同左 

  その他有価証券 

ａ 時価のあるもの… 

 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、売却原価は主とし

て移動平均法により算定。）を採用

しております。 

その他有価証券 

ａ 時価のあるもの… 

同左 

  ｂ 時価のないもの… 

 主として総平均法による原価法を

採用しております。 

ｂ 時価のないもの… 

同左 

  たな卸資産 

 主として総平均法による原価法を採

用しております。 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定） 

たな卸資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く）… 

 定率法を採用しております。ただし、

東京証券取引所ビルほか２棟のビル及び

平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く。）については、

定額法を採用しております。 

 なお、連結子会社については、主に定

額法を採用しております。 

 主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物    ８～50年 

機械装置及び運搬具  ６～10年 

工具、器具及び備品  ５～15年 

有形固定資産（リース資産を除く）… 

同左 

   なお、取得価額10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産については、３年間

で均等償却する方法によっております。

  



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

  無形固定資産（リース資産を除く）… 

 定額法を採用しております。なお、自

社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。 

無形固定資産（リース資産を除く）… 

同左 

  リース資産… 

 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。 

 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。 

リース資産… 

同左  

(3）重要な繰延資産の処理

方法 

社債発行費… 

 社債の償還までの期間にわたり定額法

により償却しております。 

社債発行費… 

同左 

    

  

株式交付費…  

支出時に全額費用処理しております。  

(4）重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

 営業未収入金・貸付金等の債権の貸倒

れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。 

貸倒引当金 

同左 

  役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

役員賞与引当金 

同左 

  賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるため、支

給見込額に基づき計上しております。 

賞与引当金 

同左 

  退職給付引当金 

 従業員及び年金受給者の退職給付に備

えるため、当期末における退職給付債務

から年金資産の公正な評価額を控除した

額を計上しております。なお、中小企業

退職金共済制度などを採用している連結

子会社は、退職給付引当金を計上してお

りません。 

退職給付引当金 

同左 



項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

(5）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて、特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処

理を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 主として親会社は、借入金の金利変

動リスクを回避する目的で金利スワッ

プ取引を行っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満

たしておりますので決算日における有

効性の評価を省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6）のれん及び負ののれん

の償却方法及び償却期

間 

──────  

 ５年間の定額法により償却を行っており

ます。  

(7）連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 ──────  

 手許現金、要求払預金及び取得日から３

か月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短

期的な投資からなっております。 

(8）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっており、控除対象外消

費税等は、当連結会計年度の費用として

処理しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

──────  

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

５年間の定額法により償却を行っておりま

す。 
──────  

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３

か月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短

期的な投資からなっております。 

──────  



（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

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま

す。 

 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ29百万円減

少し、税金等調整前当期純利益は85百万円減少しておりま

す。  

  （企業結合に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」

（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務

諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年

12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改

正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業

分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成20

年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基

準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用してお

ります。  

（８）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（連結損益計算書） 

 「支払手数料」は前連結会計年度まで、販売費及び一般

管理費の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連

結会計年度において、その金額的重要性が増したため区分

掲記いたしました。  

 なお、前連結会計年度における「支払手数料」は 百

万円であります。 

471

（連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣

府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利

益」の科目で表示しております。  

（９）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

──────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 



（10）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22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

 １  保証債務  １  保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して

次のとおり保証を行っております。 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して

次のとおり保証を行っております。 

平和不動産（株）職員向住宅融資

利用者 
430百万円 

合計 430百万円 

平和不動産（株）職員向住宅融資

利用者 
530百万円 

合計 530百万円 

※２ 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法

律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行っ

ており、当該評価差額に係る税金相当分を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上しております。 

※２            同左 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法   

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年

３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める

地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計

算の基礎となる土地の価額を算定するために国税

庁長官が定めて公表した方法により算定した価額

に、合理的な調整を行って算出しております。 

  

再評価を行った年月日 再評価を行った年月日 

                平成13年３月31日 平成13年３月31日

再評価を行った土地の当期末における時価と 

再評価後の帳簿価額との差額 

        6,865百万円 

※３ 担保に供している資産並びに担保付債務 ※３ 担保に供している資産並びに担保付債務 

（1）担保に供している資産 （1）担保に供している資産 

販売用不動産 9,102百万円 

建物 22,861百万円 

土地 35,254百万円 

合計 67,218百万円 

販売用不動産 8,995百万円 

建物 21,844百万円 

土地 35,254百万円 

合計 66,094百万円 

 上記のうち、ノンリコースローン（責任財産限定

特約付借入金）に対して担保に供している資産 

 上記のうち、ノンリコースローン（責任財産限定

特約付借入金）に対して担保に供している資産 

販売用不動産 5,553百万円 

合計 5,553百万円 

販売用不動産 5,495百万円 

合計 5,495百万円 



  

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

（2）担保付債務 （2）担保付債務 

１年内償還予定の社債 

（銀行保証付無担保社債） 
570百万円 

１年内返済予定の長期借入金 7,253百万円 

流動負債その他 141百万円 

社債 

（銀行保証付無担保社債） 
3,860百万円 

長期借入金 15,167百万円 

長期預り敷金保証金 4,723百万円 

合計 31,715百万円 

１年内償還予定の社債 

（銀行保証付無担保社債） 
3,860百万円 

１年内返済予定の長期借入金 7,484百万円 

流動負債その他 340百万円 

長期借入金 12,823百万円 

長期預り敷金保証金 4,383百万円 

合計 28,890百万円 

上記のうち、ノンリコースローン 上記のうち、ノンリコースローン 

長期借入金 2,700百万円 

合計 2,700百万円 

長期借入金 2,700百万円 

合計 2,700百万円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産等評価損が売上原価に含ま

れております。 

                    百万円  6,321

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

                     百万円  507

※２ 固定資産売却益の内訳 ※２ 固定資産売却益の内訳 

茅場町平和ビル土地建物 2,465百万円

学芸大学グランフォート 

（1戸）土地建物 
11百万円

フロール巣鴨（15戸） 

土地建物 
4百万円 

計 2,481百万円 

フロール巣鴨（1戸）土地建物  5百万円

その他 1百万円

計 6百万円 

※３ 固定資産売却損の内訳 ※３ 固定資産売却損の内訳 

紀繁ビル土地建物 

その他 

1,638

1

百万円 

百万円

計 1,640百万円 

布佐マンション（1戸）土地建物 3百万円

計 3百万円 

※４ 固定資産除却損の内訳 ※４ 固定資産除却損の内訳 

一番町平和ビル建物設備他 1,225百万円 

その他 44百万円 

計 1,269百万円 

大阪証券会館本館建物設備他 111百万円 

その他 13百万円 

計 124百万円 

 ※５ 建物設備解体費の内訳  ※５ 建物設備解体費の内訳 

一番町平和ビル解体工事 192百万円 

計  192百万円 

大阪証券会館別館解体工事 61百万円 

一番町平和ビル地下部分解体工事 29百万円

計  90百万円 



前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

※６ 営業出資評価損の内訳  ６          ──────   

特定目的会社への優先出資 4,607百万円 

計 4,607百万円 

  

※７ 減損損失 ※７ 減損損失 

  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ました。 

  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ました。 

地域 主な用途  種類  減損損失 

首都圏 賃貸ビル２棟 
土地及び建設

仮勘定  
 百万円 7,501

その他 賃貸ビル２棟 土地及び建物  百万円 3,125

地域 主な用途 種類  減損損失 

首都圏

駐車場、賃貸

ビル、賃貸住

宅等  

土地及び建物

等  
 百万円 212

  ※地域ごとの減損損失の内訳 

・首都圏7,501（内、土地6,523、建設仮勘定978） 

 百万円 

・その他3,125（内、土地2,328、建物797）百万円

  ※減損損失の内訳 

・首都圏 （内、土地 、建物等 ）百万円 

  

212 184 27

当社グループは、他の資産または資産グループのキャ

ッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出す 小の単位に拠って資産のグルーピングを

行っております。 

当社グループは、他の資産または資産グループのキャ

ッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出す 小の単位に拠って資産のグルーピングを

行っております。 

当連結会計年度において、賃貸不動産に係る賃料水準

の大幅な下落及び継続的な地価の下落により、収益性

が著しく低下している賃貸不動産４件の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（10,626百万円）として特別損失に計上しました。 

当連結会計年度において、賃貸不動産に係る賃料水準

の大幅な下落及び継続的な地価の下落により、収益性

が著しく低下している賃貸不動産８件の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（

百万円）として特別損失に計上しました。 

212

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、主として不動産鑑定士による

鑑定評価額を使用しております。 

  

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、主として不動産鑑定士による

鑑定評価額を使用しております。 

  

 ８         ──────  

   

※８ 災害による損失 

  東日本大震災に伴う修繕費用等であります。 

   



 当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

  

  

  

  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加26,654株は、単元未満株式の買取による増加であります。  

         ２．普通株式の自己株式の株式数の減少1,247株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。  

２．配当に関する事項 

  配当金支払額 

  

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 △7,955百万円

少数株主に係る包括利益 △1,072百万円

計 △9,028百万円

その他有価証券評価差額金 750百万円

計 750百万円

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  149,503,980  －  －  149,503,980

合計  149,503,980  －  －  149,503,980

自己株式         

普通株式（注）１，２  657,579  26,654  1,247  682,986

合計  657,579  26,654  1,247  682,986

  
（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  893  6.0 平成21年３月31日 平成21年６月26日 

平成21年10月30日 

取締役会 
普通株式  446  3.0 平成21年９月30日 平成21年12月１日 



当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加22,473株は、単元未満株式の買取による増加であります。  

         ２．普通株式の自己株式の株式数の減少966株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。  

２．配当に関する事項 

  （1）配当金支払額 

  

 （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。  

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  149,503,980  50,796,000  －  200,299,980

合計  149,503,980  50,796,000  －  200,299,980

自己株式         

普通株式（注）１，２  682,986  22,473  966  704,493

合計  682,986  22,473  966  704,493

  
（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22年10月29日 

取締役会 
普通株式  297  2.0 平成22年９月30日 平成22年12月１日 

  
（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23年６月28日 

定時株主総会  
  普通株式  399  利益剰余金   2.0 平成23年3月31日 平成23年6月29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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 

※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 

（平成22年３月31日） （平成23年３月31日）

現金及び預金勘定 16,066百万円 

有価証券勘定 21,554百万円 

計 37,621百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △411百万円 

取得日から償還日までが３か月を超

える債券等 

△600百万円 

現金及び現金同等物 36,610百万円 

現金及び預金勘定 19,921百万円 

有価証券勘定 18,150百万円 

計 38,071百万円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △61百万円 

現金及び現金同等物 38,010百万円 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

   株式の追加取得により新たにカナル投信㈱を連結し

たことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

カナル投信㈱の取得価額とカナル投信㈱取得のための

支出(純額)との関係は次のとおりであります。 

 ２                 ──────  

流動資産 574百万円 

固定資産 213百万円 

のれん 182百万円 

流動負債 △19百万円 

固定負債 △29百万円 

株式取得価額 921百万円 

支配獲得時までの持分法評価額 △258百万円 

追加取得した株式の取得価額 663百万円 

カナル投信㈱の現金及び現金同等物 △265百万円 

差引：取得による支出 397百万円 

  



前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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）ビル事業……………建物、設備及び土地の賃貸、管理、運営 

(2）住宅事業……………居住用不動産の開発、販売及び賃貸 

(3）資産開発事業………収益用不動産の開発、資産運用及びマネジメント 

(4）その他の事業………不動産の仲介、建物設備の保守管理・改修請負工事、保険代理店事業、介護付有料老

人ホーム事業 

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、1,184百万円であり、いずれも

その主なものは、当社の本店管理部門に係る費用であります。 

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、52,663百万円であり、いずれもその主なもの

は、当社の現金及び預金、有価証券、投資有価証券等であります。 

５ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 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。 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
ビル事業 
(百万円) 

住宅事業
(百万円) 

資産開発
事業 

(百万円) 

その他の
事業 

(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 
 17,963  12,337  9,095  2,608  42,004  -  42,004

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
 26  0  162  1,532  1,721  (1,721)  - 

計  17,989  12,337  9,258  4,140  43,726  (1,721)  42,004

営業費用  9,893  14,116  8,428  4,024  36,463  (604)  35,858

営業利益（又は営業損失)  8,096  △1,778  829  116  7,263  (1,117)  6,145

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
              

資産  192,964  29,445  27,655  1,575  251,641  51,815  303,456

減価償却費  4,483  199  326  43  5,053  1  5,054

減損損失  3,325  -  7,301  -  10,626  -  10,626

資本的支出  10,218  412  586  5  11,223  (3,372)  7,850

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社は主に不動産の事業形態ごとに、事業本部及びグループを設置し、事業活動を展開しております。

 したがって、当社は、不動産の事業形態を基礎としたセグメントから構成されており、「賃貸事業」、

「不動産開発事業」、「住宅開発事業」の3つを報告セグメントとしております。 

 「賃貸事業」は、証券取引所、オフィス、商業施設、住宅等の開発・賃貸・管理・運営を行っておりま

す。「不動産開発事業」は収益用不動産の開発、資産運用及びマネジメント事業等ならびに不動産の仲介

等を行っております。「住宅開発事業」は、居住用不動産の開発及び販売等を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法  

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と同一であります。 

 報告セグメントの利益は営業利益をベースとした金額であります。セグメント間の内部売上高は市場実

勢価格に基づいております。  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

（単位：百万円）

ｄ．セグメント情報

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計 
調整額 
（注）２

連結
財務諸表
計上額 
（注）３

賃貸事業 
不動産
開発 
事業 

住宅開発
事業 

計

売上高                 

外部顧客への売上
高  18,738  9,556  11,563  39,857  2,146  42,004  -  42,004

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 26  162 -  189  1,532  1,721 △1,721  - 

計  18,764  9,719  11,563  40,047  3,678  43,726 △1,721  42,004

セグメント利益又は
損失（△）  8,429  739 △2,111  7,057  205  7,263 △1,117  6,145

セグメント資産  205,458  27,984  16,951  250,394  1,246  251,641  51,815  303,456

その他の項目                 

減価償却費  4,667  328  15  5,012  41  5,053  1  5,054

固定資産売却益  2,481  -  -  2,481  -  2,481    0  2,481

固定資産売却損  7  1,645  -  1,653  -  1,653    △13  1,640

固定資産除却損  1,226  2    38  1,267    0  1,268  0  1,269

営業出資評価損  -  4,607  -  4,607  -  4,607  -  4,607

減損損失  3,325  7,301  -  10,626  -  10,626  -  10,626

有形固定資産及び
無形固定資産の 
増加額 

 10,619  587  11  11,218  5  11,223 △3,372  7,850



（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建物設備の保守管理・

改修請負工事事業、保険代理店事業、介護付有料老人ホーム事業等が含まれております。 

２．調整額の内容は以下のとおりであります。 

（1）セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,117百万円には、主に各報告セグメントに配分してい

ない管理部門に係る全社費用△1,184百万円が含まれております。 

（2）セグメント資産の調整額51,815百万円には、全社資産52,663百万円が含まれており、その主なも

のは、管理部門に係る現金及び預金、有価証券、投資有価証券等であります。 

（3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にセグメント間の内部取引相殺消去

△3,433百万円であります。 

３．セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建物設備の保守管理・

改修請負工事事業、保険代理店事業、介護付有料老人ホーム事業等が含まれております。 

２．調整額の内容は以下のとおりであります。 

（1）セグメント利益の調整額△1,225百万円には、主に各報告セグメントに配分していない管理部門に

係る全社費用△1,290百万円が含まれております。 

（2）セグメント資産の調整額54,166百万円には、主に全社資産55,799百万円が含まれており、その主

なものは、管理部門に係る現金及び預金、有価証券、投資有価証券等であります。 

（3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主にセグメント間の内部取引相殺消去△54

百万円であります。 

３．セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

  

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計 
調整額 
（注）２

連結
財務諸表
計上額 
（注）３

賃貸事業 
不動産
開発 
事業 

住宅開発
事業 

計

売上高                 

外部顧客への売上
高  18,244  3,883  6,338  28,466  1,669  30,135  -  30,135

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 25  171  -  196  1,781  1,978 △1,978  - 

計  18,270  4,054  6,338  28,663  3,450  32,114 △1,978  30,135

セグメント利益  7,639  1,779  42  9,462  167  9,629 △1,225  8,403

セグメント資産  204,067  22,770  13,191  240,029  1,862  241,892  54,166  296,058

その他の項目                 

減価償却費  4,843  196  18  5,058  39  5,098  0  5,098

有形固定資産及び
無形固定資産の 
増加額 

 3,395  307  57  3,760  27  3,788 △40  3,748



当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。  

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

   

(2）有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円）

  

  

  

  

  

ｅ．関連情報

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

株式会社東京証券取引所 4,812 賃貸事業 



当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 （単位：百万円）

  

  

  

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 （単位：百万円）

  

 なお、平成22年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以

下のとおりであります。 

（単位：百万円）

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  

  

（追加情報） 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報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20号 平成20年３

月21日）を適用しております。 

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  賃貸事業 
不動産 

開発事業 

住宅開発 

事業  
その他 全社・消去 合計 

減損損失 158 - 54 - - 212 

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  賃貸事業 
不動産 

開発事業 

住宅開発 

事業  
その他 全社・消去 合計 

当期償却額  - 74  -  - 0 74 

当期末残高  - 400  -  - 0 401 

  賃貸事業 
不動産 

開発事業 

住宅開発 

事業  
その他 全社・消去 合計 

当期償却額  -  -  -  -  6 6 

当期末残高  -  -  -  - 19 19 

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報



 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。  

 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。 

  

 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。 

 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。 

  

 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。  

  

 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。  

  

 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。 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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22年４月１日 至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

 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。 

  

 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。 

（リース取引関係）

（関連当事者情報）

（税効果会計関係）

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係)

（資産除去債務関係)



 前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

  

 当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビルや

賃貸商業施設、賃貸住宅等を所有しております。なお、賃貸オフィスビルの一部については、当社及び連結子会社が使用

しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。 

 これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、当連結会計

年度増減額及び時価は、次のとおりであります。 

 （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．賃貸等不動産の当連結会計年度増減額のうち、主な増加額はセントライズ栄の竣工（4,830百万円）であ

り、主な減少額は減損損失（10,626百万円）であります。 

３．当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準に基づく

金額、その他の物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した価格であります。ただ

し、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられ

る指標に重大な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。

  

  

 また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する平成22年３月期における損益は次の

とおりであります。 

  

（注）賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部の連結子

会社が使用する部分も含むため、当該部分の賃貸収益は、計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用（減価償

却費、修繕費、保険料、租税公課等）については、賃貸費用に含まれております。 

  

 （追加情報） 

 当連結会計年度より、「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。  

  

（賃貸等不動産関係）

  

 連結貸借対照表計上額（百万円）  
  当連結会計年度末 

  の時価（百万円）  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 

 賃貸等不動産 183,165 △19,498 163,666 199,332

 賃貸等不動産として

使用される部分を含

む不動産 

40,119 3,892 44,011 45,720

  
賃貸収益 

（百万円）  

賃貸費用 

（百万円）  

差額 

（百万円）  

売却損益 

（百万円）  

減損損失 

（百万円）  

 賃貸等不動産  15,874 7,604 8,269 835 10,626

 賃貸等不動産として

使用される部分を含

む不動産 

3,512 2,259 1,253 － －



 当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）  

  

 当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビルや

賃貸商業施設、賃貸住宅等を所有しております。なお、賃貸オフィスビルの一部については、当社及び連結子会社が使用

しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。 

 これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、当連結会計

年度増減額及び時価は、次のとおりであります。 

 （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．賃貸等不動産の当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は一番町平和ビルの建築工事費（1,053百万円）

であります。 

３．当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準に基づく

金額、その他の物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した価格であります。ただ

し、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられ

る指標に重大な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。

  

  

 また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する平成23年３月期における損益は次の

とおりであります。 

  

（注）賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部の連結子

会社が使用する部分も含むため、当該部分の賃貸収益は、計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用（減価償

却費、修繕費、保険料、租税公課等）については、賃貸費用に含まれております。 

   

  

 連結貸借対照表計上額（百万円）  
  当連結会計年度末 

  の時価（百万円）  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 

 賃貸等不動産 163,666 159 163,826 197,136

 賃貸等不動産として

使用される部分を含

む不動産 

44,011 △1,004 43,007 44,410

  
賃貸収益 

（百万円）  

賃貸費用 

（百万円）  

差額 

（百万円）  

売却損益 

（百万円）  

減損損失 

（百万円）  

 賃貸等不動産  14,673 7,176 7,496 1 212

 賃貸等不動産として

使用される部分を含

む不動産 

3,789 2,663 1,126 － －



 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算

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21年４月１日 至平成22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22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 392.14円 

１株当たり当期純損失金額 58.50円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり当

期純損失であるため記載しておりません。  

１株当たり純資産額 363.13円 

１株当たり当期純利益金額 13.47円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
11.93円 

  
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損

失金額 
    

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  △8,706  2,062

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又は当期純損失（△）

（百万円） 
 △8,706  2,062

普通株式の期中平均株式数（千株）  148,830  153,044

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

普通株式増加数（千株）  －  19,778

（うち新株予約権付社債）（千株）  －  (19,778)

（重要な後発事象）



  

 当社は、株式会社日本エスコンより、東京地方裁判所に売買代金請求訴訟（以下「本訴訟」といいます。）の

提起を受けましたが、その概要は以下のとおりです。 

  

①訴訟を提起した者 

  所在地 東京都千代田区内幸町二丁目2番2号 

      名 称 株式会社日本エスコン 

      代表者 代表取締役 伊藤貴俊 

  

    ②訴訟の提起があった年月日 

      平成22年7月8日 

  

    ③訴訟の内容および請求額 

      当社は、平成20年5月28日付けで、株式会社日本エスコンとの間で大阪市内に所在する土地建物を目的とし

た信託受益権売買契約（以下「本売買契約」といいます。）を締結しておりましたが、同社は、取引実行の

終期限と定められた平成21年3月末日までに取引前提条件を充足しませんでした。その結果、予定されていた

取引は実行されず、本売買契約は同日をもって当然に終了いたしました。 

      これに対し、同社は、当社が不当に取引を実行しなかったものであるとして、主位的には上記土地建物の売

買契約が別途成立していたことを理由として、予備的には本売買契約に基づき、それぞれ上記土地建物の所有

権移転登記並びに引渡または上記土地建物を目的とする信託受益権を譲り受けるのと引換えに、金28億65百万

円及びこれに対する平成21年4月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払うよう求めて本訴訟を提

起したものです。 

  

    ④会社の意見および今後の見通し 

      当社といたしましては、本訴訟の中で当社の正当性を主張して適切に対応してまいる所存です。 

  

５．その他


	ヘッダー3: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー4: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー5: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー6: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー7: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー8: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー9: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー10: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー11: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー12: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー13: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー14: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー15: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー16: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー17: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー18: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー19: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー20: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー21: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー22: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー23: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー24: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー25: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー26: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー27: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー28: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー29: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー30: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー31: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー32: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー33: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー34: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー35: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー36: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー37: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー38: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー39: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー40: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー41: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	ヘッダー42: 平和不動産株式会社（8803）　平成23年3月期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -
	フッター12: - 10 -
	フッター13: - 11 -
	フッター14: - 12 -
	フッター15: - 13 -
	フッター16: - 14 -
	フッター17: - 15 -
	フッター18: - 16 -
	フッター19: - 17 -
	フッター20: - 18 -
	フッター21: - 19 -
	フッター22: - 20 -
	フッター23: - 21 -
	フッター24: - 22 -
	フッター25: - 23 -
	フッター26: - 24 -
	フッター27: - 25 -
	フッター28: - 26 -
	フッター29: - 27 -
	フッター30: - 28 -
	フッター31: - 29 -
	フッター32: - 30 -
	フッター33: - 31 -
	フッター34: - 32 -
	フッター35: - 33 -
	フッター36: - 34 -
	フッター37: - 35 -
	フッター38: - 36 -
	フッター39: - 37 -
	フッター40: - 38 -
	フッター41: - 39 -
	フッター42: - 40 -


