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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 58,890 5.3 10,824 16.3 10,767 15.5 6,197 14.7
22年3月期 55,942 10.7 9,310 43.1 9,322 36.8 5,403 51.3

（注）包括利益 23年3月期 4,874百万円 （△9.3％） 22年3月期 5,373百万円 （―％）

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 216.71 ― 9.7 10.2 18.4
22年3月期 188.93 ― 8.8 9.1 16.6

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 105,391 64,740 61.4 2,263.66
22年3月期 105,277 62,725 59.6 2,193.22

（参考） 自己資本   23年3月期  64,740百万円 22年3月期  62,725百万円

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 6,117 467 △2,885 26,037
22年3月期 14,769 △1,008 △7,425 22,853

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 ― 40.00 ― 60.00 100.00 2,859 52.9 4.7
23年3月期 ― 40.00 ― 60.00 100.00 2,859 46.1 4.5

24年3月期(予想) ― 40.00 ― 60.00 100.00 40.3

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) 26,500 △8.6 4,400 △12.3 4,400 △11.8 2,500 △14.6 87.41
通期 60,500 2.7 12,400 14.6 12,300 14.2 7,100 14.6 248.25



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22ページ「(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」をご覧ください。 

(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 28,600,000 株 22年3月期 28,600,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 180 株 22年3月期 180 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 28,599,820 株 22年3月期 28,599,822 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 49,906 3.7 9,889 12.2 9,792 7.0 5,714 2.2
22年3月期 48,112 5.2 8,815 45.2 9,154 55.1 5,590 72.7

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 199.80 ―

22年3月期 195.48 ―

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 115,273 65,275 56.6 2,282.39
22年3月期 114,939 62,421 54.3 2,182.59

（参考） 自己資本 23年3月期  65,275百万円 22年3月期  62,421百万円

※ 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の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 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、添付資料2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、輸出の増加や企業収益の改善など、緩やかな持ち直しの動きで始ま

り、デフレの影響、円高の進行、海外経済の回復テンポの減速等による秋口あたりからの景気停滞局

面を経て、ようやく足踏み状態を脱しつつあったところで発生した東日本大震災と原発問題により、

経済活動は大きく影響を受けており、先行きについて不透明感が増す中、期末を迎えることとなりま

した。 

 このような経済環境の中、当不動産流通業界における中古住宅等の取引は、低金利、住宅ローン減

税等の施策、価格調整の進展等、前期から引き続く良好な住宅購入環境に支えられ、エンドユーザー

等との取引を中心に、成約件数は概ね増加となるなど堅実に推移してまいりました。しかしながら、

震災の発生した３月につきましては、消費者の取引マインドの萎縮等が見られ、首都圏においても成

約件数が大きく減少いたしました。 

 以上のような経済・業界環境の下、当社グループの営業収益は58,890百万円(前期比5.3％増)、営

業利益は10,824百万円(同16.3％増)、経常利益は10,767百万円(同15.5％増)、当期純利益は6,197百

万円(同14.7％増)を計上いたしました。 

  
(単位：百万円) 

 

  

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〕 

仲介業務につきましては、「件数増加による成長」という基本方針の下、リテール部門における

既存店舗の充実と、若手戦力を中心とした生産性の向上に努めてまいりました。震災の発生によ

り、３月においてはエンドユーザーの売買意欲の停滞感によるマイナスの影響を受けたものの、震

災前までの堅実な増加基調を反映して、取扱件数は31,293件(前期比4.4％増)と過去 高記録を更

新するとともに、平均取扱価格も上昇した為、取扱高は834,559百万円(同8.4％増)、営業収益は

43,332百万円(同7.0％増)、営業利益は11,747百万円(同18.8％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 55,942 58,890 ＋2,948 ＋5.3％

営業利益 9,310 10,824 ＋1,513 ＋16.3％

経常利益 9,322 10,767 ＋1,444 ＋15.5％

当期純利益 5,403 6,197 ＋794 ＋14.7％

(セグメント別の概況)
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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、新築マンションの供給戸数が大手デベロッパーを中心に増加いた

しましたが、中堅デベロッパーの供給は限定的であったことと、前期における業績急回復の反動も

あり、取扱件数は4,063件(前期比10.9％減)、取扱高は174,169百万円(同12.7％減)、営業収益は

5,253百万円(同11.7％減)、営業利益は721百万円(同44.5％減)の計上となりました。 

  
(単位：百万円) 

 

  

〔賃貸業務〕 

賃貸業務におきましては、東京都心部のオフィスビル市場において、空室率の高止まりと平均賃

料の下落が続く中、営業収益は2,065百万円(前期比13.0％減)、営業利益は1,016百万円(同13.6％

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、国内連結子会社における人気エリアを中心とした優良宅地分譲

が好調に推移し、平均取扱価格も大きく上昇した為、営業収益は8,085百万円(前期比19.1％増)、

営業利益は560百万円(同203.2％増)を計上いたしました。 

  
(単位：百万円) 

 

  

〔その他〕 

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590百万円

(前期比6.5％減)、営業利益は250百万円(同8.9％減)の計上となりました。 

前 期 当 期
前期比

増減 増減率

取扱件数(件) 29,974 31,293 ＋1,319 ＋4.4％

取扱高 769,875 834,559 ＋64,683 ＋8.4％

営業収益 40,514 43,332 ＋2,817 ＋7.0％

営業利益 9,884 11,747 ＋1,862 ＋18.8％

前 期 当 期
前期比

増減 増減率

取扱件数(件) 4,559 4,063 △496 △10.9％

取扱高 199,474 174,169 △25,304 △12.7％

営業収益 5,951 5,253 △698 △11.7％

営業利益 1,300 721 △579 △44.5％

前 期 当 期
前期比

増減 増減率

営業収益 2,373 2,065 △307 △13.0％

営業利益 1,176 1,016 △160 △13.6％

前 期 当 期
前期比

増減 増減率

営業収益 6,786 8,085 ＋1,299 ＋19.1％

営業利益 184 560 ＋375 ＋203.2％
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今後のわが国経済は、東日本大震災の発生と原発問題による影響により、電力供給の制約による減

産、風評被害による輸出の停滞、サプライチェーンの立て直しの遅れ等が懸念され、消費者マインド

の方向性も不透明でありますが、年度後半には復興需要の顕在化による設備投資や住宅投資の増加

等、景気は一定の回復局面へ向うことが期待されます。一方、原発問題の長期化や、雇用情勢の悪

化、原油価格の上昇など、景気を下押しするリスクには充分留意する必要があります。 

 当不動産流通業界におきましては、税制面・金利面等では良好な住宅購入環境が継続しており、景

気の回復とともに、成約件数についても増加を示すことが期待されます。 

 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、日本銀行

のＪ－ＲＥＩＴ買入れ等による流動性の改善や復興需要の顕在化など、不動産投資市場回復の動向を

注視しつつ、収益力の向上に努めてまいります。 

 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60,500百万円(前期比2.7％増)、営業利益

12,400百万円(同14.6％増)、経常利益12,300百万円(同14.2％増)、当期純利益7,100百万円(同14.6％

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1％強の上昇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 58,890 60,500 ＋1,609 ＋2.7％

営業利益 10,824 12,400 ＋1,575 ＋14.6％

経常利益 10,767 12,300 ＋1,532 ＋14.2％

当期純利益 6,197 7,100 ＋902 ＋14.6％
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流動資産は、現金及び預金の増加、販売用不動産の減少等により、前期に比べて1,815百万円増加

の36,914百万円となりました。  

 有形固定資産は、減価償却や賃貸資産の一部売却により、前期に比べて1,081百万円減少の55,127

百万円となりました。  

 無形固定資産は、前期に比べて26百万円減少の608百万円となりました。  

 投資その他の資産は、前期に比べて592百万円減少の12,741百万円となりました。  

 以上により、固定資産は、前期に比べて1,700百万円減少の68,477百万円となりました。  

 また、資産合計では、前期に比べて114百万円増加の105,391百万円となりました。  

 流動負債は、預り金の減少を主要因として、前期に比べて1,861百万円減少の36,365百万円となり

ました。  

 固定負債は、前期に比べて38百万円減少の4,286百万円となりました。  

 以上により、負債合計では、前期に比べて1,899百万円減少の40,651百万円となりました。  

 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2,014百万円増

加の64,740百万円となりました。この結果、自己資本比率は前期の59.6％から61.4％と、1.8ポイン

ト上昇いたしました。 

  
(単位：百万円) 

 

  

 (2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

前期末 当期末
前期比

増減 増減率

総資産 105,277 105,391 ＋114 ＋0.1％

負債 42,551 40,651 △1,899 △4.5％

純資産 62,725 64,740 ＋2,014 ＋3.2％

自己資本比率(％) 59.6 61.4 ＋1.8 ―
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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22,853百万円から3,184百万円増加(13.9％

増)し、26,037百万円となりました。 

  

〔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10,670百万円の計上、減価償却

費764百万円、預り金の減少額1,611百万円、法人税等の支払額4,956百万円等により、6,117百万円

の収入(前期は14,769百万円の収入)となりました。 

 なお、預り金は、受託販売業務において物件購入者が支払う分譲代金を、デベロッパー等に代わ

って当社が受領するものであり、後にデベロッパー等に送金いたします。この預り金は、特に新築

物件の竣工・引渡が増加する第４四半期に残高が増加するという季節的変動があり、当社の営業活

動によるキャッシュ・フローに大きな影響を及ぼします。この預り金の増減額を除いた営業活動に

よるキャッシュ・フローは、7,728百万円の収入(前期は8,334百万円の収入)であります。 

  

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入等により、467百万円の

収入(前期は1,008百万円の支出)となりました。 

  

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により、2,885百万円の支出(前期は

7,425百万円の支出)となりました。 

  
(単位：百万円) 

 

  

② キャッシュ・フローの状況

前 期 当 期
前期比

増減 増減率

営業活動による
キャッシュ・フロー

14,769 6,117 △8,651 △58.6％

投資活動による
キャッシュ・フロー

△1,008 467 ＋1,476 ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

△7,425 △2,885 ＋4,539 ―

現金及び現金同等物 
の期末残高

22,853 26,037 ＋3,184 ＋13.9％
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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

と同額の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(％) 45.0 52.1 60.8 59.6 61.4

時価ベースの 
自己資本比率(％)

211.9 79.7 81.9 110.3 90.1

キャッシュ・フロー
対有利子負債比率(％)

61.3 81.8 ― 96.8 233.7

インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ

115.5 53.8 ― 87.9 44.0

 (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おける当社及び当社の関係会社の位置づけ及び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。 

  

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。 

  

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。 

  

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。 

  

ウエル東京株式会社(連結子会社、平成22年11月にウエル横浜株式会社から商号変更)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、ウエル東京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。 

  

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

(1) 仲介業務

(2) 受託販売業務

(3) 賃貸業務

(4) 不動産販売業務

(5) その他
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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 

(実 績)

平成23年３月期
～平成25年３月期 

(計 画)
増減 増減率

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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５．主な体制・戦略

 (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(ウエル東京㈱、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

住友不動産販売㈱（8870） 平成23年３月期 決算短信

－ 11 －



４．連結財務諸表

 (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成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 22,850 26,037

営業未収入金 576 526

有価証券 2 －

販売用不動産 ※1 4,049 ※1 4,027

仕掛販売用不動産 484 －

未成業務支出金 1,152 914

繰延税金資産 2,049 2,194

その他 3,948 3,243

貸倒引当金 △16 △29

流動資産合計 35,098 36,914

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 20,744 ※1 20,604

減価償却累計額 △10,826 △11,164

減損損失累計額 △74 －

建物及び構築物（純額） 9,843 9,439

土地 ※1 46,080 ※1 45,435

リース資産 89 103

減価償却累計額 △19 △43

リース資産（純額） 70 60

その他 1,235 1,215

減価償却累計額 △1,020 △1,023

その他（純額） 214 192

有形固定資産合計 56,209 55,127

無形固定資産 634 608

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 950 ※2 547

破産更生債権等 11,280 11,048

繰延税金資産 1,693 1,816

その他 4,761 4,552

貸倒引当金 △5,351 △5,223

投資その他の資産合計 13,334 12,741

固定資産合計 70,178 68,477

資産合計 105,277 105,391
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(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

営業未払金 214 89

短期借入金 14,300 14,300

リース債務 23 25

未払法人税等 3,128 2,658

賞与引当金 1,645 1,941

預り金 16,450 14,839

その他 2,464 2,511

流動負債合計 38,226 36,365

固定負債

リース債務 51 38

退職給付引当金 2,851 2,971

役員退職慰労引当金 186 213

その他 1,235 1,063

固定負債合計 4,324 4,286

負債合計 42,551 40,651

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 62,540 65,877

自己株式 △1 △1

株主資本合計 69,051 72,389

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △9 △9

繰延ヘッジ損益 253 △190

為替換算調整勘定 △6,570 △7,449

その他の包括利益累計額合計 △6,326 △7,649

純資産合計 62,725 64,740

負債純資産合計 105,277 105,391
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 (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 55,942 58,890

営業原価 ※1 41,989 ※1 43,759

売上総利益 13,953 15,131

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 1,128 1,080

賞与引当金繰入額 52 52

退職給付費用 36 28

役員退職慰労引当金繰入額 21 27

賃借料 475 431

支払手数料 479 524

貸倒引当金繰入額 357 11

その他 2,090 2,150

販売費及び一般管理費合計 4,642 4,306

営業利益 9,310 10,824

営業外収益

受取利息 124 56

受取配当金 － 13

為替差益 45 21

その他 38 16

営業外収益合計 207 109

営業外費用

支払利息 162 139

その他 34 27

営業外費用合計 196 166

経常利益 9,322 10,767

特別利益

固定資産売却益 ※2 － ※2 102

受取補償金 147 78

受取清算金 － 59

特別利益合計 147 239

特別損失

固定資産売却損 ※3 － ※3 11

固定資産除却損 ※4 21 ※4 41

減損損失 ※5 74 ※5 －

投資有価証券売却損 56 －

投資有価証券評価損 － 277

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5

特別損失合計 152 336

税金等調整前当期純利益 9,316 10,670

法人税、住民税及び事業税 4,367 4,519

法人税等調整額 △454 △47

法人税等合計 3,913 4,472

当期純利益 5,403 6,197
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 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)

当期純利益 － 6,197

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △0

繰延ヘッジ損益 － △443

為替換算調整勘定 － △879

その他の包括利益合計 － ※2 △1,323

包括利益 － ※1 4,874

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 4,874
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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 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 59,996 62,540

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 5,403 6,197

当期変動額合計 2,543 3,337

当期末残高 62,540 65,877

自己株式

前期末残高 △1 △1

当期変動額

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △1 △1

株主資本合計

前期末残高 66,508 69,051

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 5,403 6,197

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 2,543 3,337

当期末残高 69,051 72,389
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(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)

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 △10 △9

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △0

当期変動額合計 1 △0

当期末残高 △9 △9

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △103 253

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 357 △443

当期変動額合計 357 △443

当期末残高 253 △190

為替換算調整勘定

前期末残高 △6,182 △6,570

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △388 △879

当期変動額合計 △388 △879

当期末残高 △6,570 △7,449

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △6,296 △6,326

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29 △1,323

当期変動額合計 △29 △1,323

当期末残高 △6,326 △7,649

純資産合計

前期末残高 60,211 62,725

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 5,403 6,197

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29 △1,323

当期変動額合計 2,513 2,014

当期末残高 62,725 64,740
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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 9,316 10,670

減価償却費 865 764

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5

減損損失 74 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 349 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 42 296

退職給付引当金の増減額（△は減少） △44 119

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △22 27

受取利息及び受取配当金 △143 △70

為替差損益（△は益） △45 △22

支払利息 162 139

固定資産売却損益（△は益） － △91

固定資産除却損 21 41

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） － 277

受取補償金 △147 △78

受取清算金 － △59

売上債権の増減額（△は増加） 16 49

たな卸資産の増減額（△は増加） △504 745

仕入債務の増減額（△は減少） △13 △124

預り金の増減額（△は減少） 6,434 △1,611

破産更生債権等の増減額（△は増加） △46 232

その他 875 △307

小計 17,248 11,007

利息及び配当金の受取額 134 59

利息の支払額 △168 △139

補償金の受取額 138 86

清算金の受取額 － 59

法人税等の支払額 △2,584 △4,956

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,769 6,117

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 △234 △444

有形固定資産の売却による収入 － 1,004

無形固定資産の取得による支出 △360 △136

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 4 7

その他 △393 36

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,008 467
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(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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △4,300 －

長期借入金の返済による支出 △250 －

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △2,857 △2,860

その他 △18 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,425 △2,885

現金及び現金同等物に係る換算差額 △376 △514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,958 3,184

現金及び現金同等物の期首残高 16,895 22,853

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 22,853 ※1 26,037
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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

ル東京株式会社(旧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、残存価額を零とする定額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。 

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 

繰延ヘッジ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。

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 

ヘッジ対象の予定取引に関する条件が同一であるため、有効性の判定は省略しております。 
  

(5) 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。 
  

(6) 消費税等の会計処理について 

消費税等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。 
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会計方針の変更 

(資産除去債務に関する会計基準等) 

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、当連結会計年度の営業利益及び経常利益は0百万円、税金等調整前当期純利益は5百

万円それぞれ減少しております。 

  

表示方法の変更 

(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度において営業外収益「その他」に含めて表示しておりました「受取配当金」(前

連結会計年度19百万円)は、営業外収益の総額の100分の10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。 

  

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。 

 (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

 (8) 追加情報
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 (9) 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  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。

※１         ―――――

※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 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。

 

被保証者 保証金額(百万円)

ローン利用者 3

計 3

 (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。
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※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 

 
  

(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  通常の販売目的で保有するたな卸資産高は収益性

の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな

卸資産評価損が含まれております。

営業原価 80百万円

※１  通常の販売目的で保有するたな卸資産高は収益性

の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな

卸資産評価損が含まれております。

営業原価 1百万円

※２                ――――― ※２  固定資産売却益の主なものは、土地、建物及び構

築物の売却によるものであります。

※３                ――――― ※３ 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。

※４  固定資産除却損の主なものは、建物及び構築物の

除却によるものであります。

※４                  同左

 

※５  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。 

(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。

※５                ―――――

(連結包括利益計算書関係)

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)

親会社株主に係る包括利益 5,373百万円

計 5,373百万円

その他有価証券評価差額金 1百万円

繰延ヘッジ損益 357百万円

為替換算調整勘定 △388百万円

計 △29百万円
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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。 

  

 

  

 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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)

 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
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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22年４月１日  至  平成23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) 180 ― ― 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22年６月25日
定時株主総会

普通株式 1,715 60.00 平成22年３月31日 平成22年６月28日

平成22年11月４日
取締役会

普通株式 1,143 40.00 平成22年９月30日 平成22年12月３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23年６月28日 
定時株主総会

普通株式 1,715 利益剰余金 60.00 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

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

 

※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 26,037百万円

現金及び現金同等物 26,037百万円
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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3,518百万円であり、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(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

  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(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31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。 

  

(セグメント情報等)

ａ．事業の種類別セグメント情報

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)

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

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外営業収益
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(追加情報) 

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。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

  当社グループは、不動産仲介業務、不動産受託販売業務を主とした不動産流通事業と、その周辺事業

を展開しており、その事業内容を勘案した業務別のセグメントから構成され、「仲介業務」、「受託販

売業務」、「賃貸業務」、「不動産販売業務」の４つを報告セグメントとしております。 

  「仲介業務」は、主に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。「受託販売業

務」は、主に全国の主要都市において、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。「賃貸業務」は、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。「不動産販売業務」は、主に首都圏において、土地、建物等の仕入・販売

業務を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産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、20ページ「(6) 連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。  

  

ｄ．セグメント情報
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３．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産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) 

従前までのセグメント情報の取扱いに基づく連結財務諸表のセグメント情報として、「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)等に準拠した場合と同様

の情報が開示されているため、記載を省略しております。 

  

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、住宅ローンに係る事務代行業務等

を含んでおります。 

２．調整額は、以下のとおりであります。 

 (1) セグメント利益の調整額△3,470百万円には、セグメント間取引消去△436百万円及び各報告セグメントに

配分していない全社費用△3,034百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない一般管理費であります。 

 (2) セグメント資産の調整額30,842百万円には、管理部門に対する債権の相殺消去△6,323百万円、各報告セ

グメントに配分していない全社資産37,165百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメント

に帰属しない現金及び預金、繰延税金資産及び管理部門に係る資産であります。 

 (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額135百万円は、主に管理部門に係るソフトウエアの投資

額であります。 

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。 

４．減価償却費には長期前払費用の償却額が含まれております。 

  

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)仲介 受託販売 賃貸

不動産
販売

計

営業収益

外部顧客への営業収益 43,255 5,078 1,880 8,085 58,300 590 58,890 ― 58,890

セグメント間の内部営
業収益又は振替高

76 175 185 ― 436 ― 436 △436 ―

計 43,332 5,253 2,065 8,085 58,736 590 59,327 △436 58,890

セグメント利益 11,747 721 1,016 560 14,045 250 14,295 △3,470 10,824

セグメント資産 7,899 1,326 54,722 4,482 68,430 6,118 74,549 30,842 105,391

その他の項目

減価償却費(注４) 255 13 347 2 617 0 618 145 764

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

202 13 260 7 483 0 484 135 620
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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) 営業収益 

本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお

ります。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の額が、連結貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がいないため、

記載はありません。 

  

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。 

  

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。 

  

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。  

  

ｅ．関連情報

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

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

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
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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。 

  

(関連当事者情報)

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)

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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(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。 

販売用不動産の購入価額については、不動産鑑定評価額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22年４月１日  至  平成23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

3,005 営業 
未収入金

104

流動資産 
「その他」

11

営業未払金 2

預り金 3,699

流動負債 
「その他」

8

同一の 

親会社

を持つ

会社

エス・エフ・

レジデンシャ

ル㈲

東京都  

新宿区

9 不動産販売

業及び不動

産賃貸業

なし 販売用不動

産の購入

販売用不動

産の購入

1,750

― ―

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 2,445 短期貸付金 2,445

利息の受取 42 ― ─

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22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23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 1,160百万円

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

 

 

 

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 1,208百万円

賞与引当金 789百万円

受託販売原価 668百万円

未払事業税及び
未払地方法人特別税

213百万円

未払費用 162百万円

投資有価証券評価損 161百万円

繰延ヘッジ損益 98百万円

たな卸資産評価損 91百万円

役員退職慰労引当金 86百万円

その他 529百万円

繰延税金資産合計 4,010百万円

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 4,010百万円

(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 2,194百万円

固定資産－繰延税金資産 1,816百万円
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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。 

  

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等(土地を含む。)

を有しております。平成23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1,009百万円であり

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、賃貸用のオフィスビル等の取得 231百万円、 

    賃貸用のオフィスビル等のリニューアル 27百万円、  

減少は、賃貸用のマンション等の売却 907百万円、 

    賃貸用のオフィスビル等の自社使用への転用 863百万円、  

    減価償却 306百万円であります。  

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)

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

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

53,639 △1,831 51,808 34,692
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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。 

(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 2,193.22円 １株当たり純資産額 2,263.66円

１株当たり当期純利益 188.93円 １株当たり当期純利益 216.71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)

当期純利益(百万円) 5,403 6,197

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) 5,403 6,197

普通株式の期中平均株式数(株) 28,599,822 28,599,820

(重要な後発事象)
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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22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,212 25,404

営業未収入金 457 351

販売用不動産 104 1,811

未成業務支出金 1,152 914

前払費用 354 345

繰延税金資産 2,033 1,974

関係会社短期貸付金 9,815 6,290

その他 343 328

貸倒引当金 △16 △11

流動資産合計 36,458 37,409

固定資産

有形固定資産

建物 17,367 17,379

減価償却累計額 △9,673 △9,951

建物（純額） 7,694 7,428

構築物 444 446

減価償却累計額 △366 △373

構築物（純額） 78 72

機械及び装置 58 58

減価償却累計額 △55 △56

機械及び装置（純額） 2 1

工具、器具及び備品 1,147 1,129

減価償却累計額 △941 △944

工具、器具及び備品（純額） 206 185

土地 39,445 39,445

リース資産 89 103

減価償却累計額 △19 △43

リース資産（純額） 70 60

有形固定資産合計 47,497 47,193

無形固定資産

ソフトウエア 193 474

ソフトウエア仮勘定 314 6

電話加入権 116 116

無形固定資産合計 625 597
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 478 449

関係会社株式 17,774 17,774

破産更生債権等 11,095 10,863

長期前払費用 18 17

繰延税金資産 1,387 1,470

敷金及び保証金 4,599 4,484

その他 52 52

貸倒引当金 △5,048 △5,038

投資その他の資産合計 30,357 30,072

固定資産合計 78,481 77,863

資産合計 114,939 115,273

負債の部

流動負債

営業未払金 143 52

短期借入金 25,012 24,477

リース債務 23 25

未払金 223 268

未払費用 1,265 1,202

未払法人税等 2,826 2,445

未払消費税等 514 463

前受金 370 220

預り金 16,439 14,831

賞与引当金 1,624 1,927

流動負債合計 48,443 45,915

固定負債

リース債務 51 38

退職給付引当金 2,851 2,971

役員退職慰労引当金 186 213

受入敷金保証金 984 858

固定負債合計 4,074 4,081

負債合計 52,517 49,997
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23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 6,709 9,563

利益剰余金合計 55,919 58,773

自己株式 △1 △1

株主資本合計 62,431 65,285

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △9 △9

評価・換算差額等合計 △9 △9

純資産合計 62,421 65,275

負債純資産合計 114,939 115,273
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 (2) 損益計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業収益

仲介事業収益 40,368 43,200

受託販売事業収益 5,739 4,909

賃貸事業収益 1,745 1,497

その他の事業収益 258 297

営業収益合計 48,112 49,906

営業原価

仲介原価 30,374 31,367

受託販売原価 4,440 4,201

賃貸原価 704 701

その他の事業原価 259 280

営業原価合計 35,778 36,550

売上総利益 12,333 13,355

販売費及び一般管理費

役員報酬 315 312

給料及び賞与 903 882

賞与引当金繰入額 36 41

退職給付費用 32 25

役員退職慰労引当金繰入額 21 27

福利厚生費 228 238

減価償却費 206 145

賃借料 371 339

支払手数料 263 296

広告宣伝費 226 248

貸倒引当金繰入額 53 －

その他 857 907

販売費及び一般管理費合計 3,518 3,465

営業利益 8,815 9,889

営業外収益

受取利息 112 88

有価証券利息 9 9

受取配当金 491 13

その他 22 35

営業外収益合計 635 147

営業外費用

支払利息 277 226

その他 18 17

営業外費用合計 295 244

経常利益 9,154 9,792
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

特別利益

受取補償金 147 78

特別利益合計 147 78

特別損失

固定資産除却損 19 32

投資有価証券売却損 56 －

投資有価証券評価損 － 22

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5

特別損失合計 75 60

税引前当期純利益 9,226 9,810

法人税、住民税及び事業税 3,936 4,120

法人税等調整額 △300 △23

法人税等合計 3,635 4,096

当期純利益 5,590 5,714
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23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)

144 0.5 156 0.5

人件費 17,772 58.5 18,373 58.6

諸経費 ※１ 12,456 41.0 12,837 40.9

合計 30,374 100.0 31,367 100.0

前事業年度 当事業年度

広告宣伝費 5,271百万円 広告宣伝費 5,624百万円

賃借料 3,194百万円 賃借料 3,107百万円

減価償却費 286百万円 減価償却費 251百万円

受託販売原価明細書

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23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)

220 5.6 172 4.4

人件費 2,730 70.2 2,921 73.7

諸経費 ※１ 940 24.2 868 21.9

合計 3,892 100.0 3,962 100.0

期首未成業務支出金 1,701 ― 1,152 ―

期末未成業務支出金 1,152 ― 914 ―

当期受託販売原価 4,440 ― 4,201 ―

前事業年度 当事業年度

広告宣伝費 1百万円 広告宣伝費 7百万円

賃借料 168百万円 賃借料 156百万円

減価償却費 10百万円 減価償却費 11百万円
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23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 ※１ 292 41.5 280 40.0

人件費 28 4.0 30 4.4

諸経費 ※２ 383 54.5 390 55.6

合計 704 100.0 701 100.0

前事業年度 当事業年度

賃借料 50百万円 賃借料 47百万円

減価償却費 241百万円 減価償却費 233百万円

前事業年度 当事業年度

租税公課 120百万円 租税公課 124百万円

その他の事業原価明細書

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23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 21 8.3 59 21.3

人件費 208 80.1 189 67.7

諸経費 ※２ 30 11.6 30 11.0

合計 259 100.0 280 100.0

前事業年度 当事業年度

不動産販売原価 21百万円 不動産販売原価 59百万円

前事業年度 当事業年度

賃借料 20百万円 賃借料 19百万円
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(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 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 49,000 49,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 49,000 49,000

繰越利益剰余金

前期末残高 3,978 6,709

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 5,590 5,714

当期変動額合計 2,730 2,854

当期末残高 6,709 9,563

利益剰余金合計

前期末残高 53,188 55,919

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 5,590 5,714

当期変動額合計 2,730 2,854

当期末残高 55,919 58,773
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △1 △1

株主資本合計

前期末残高 59,700 62,431

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 5,590 5,714

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 2,730 2,854

当期末残高 62,431 65,285

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △10 △9

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △0

当期変動額合計 1 △0

当期末残高 △9 △9

評価・換算差額等合計

前期末残高 △10 △9

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △0

当期変動額合計 1 △0

当期末残高 △9 △9

純資産合計

前期末残高 59,689 62,421

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 5,590 5,714

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △0

当期変動額合計 2,732 2,854

当期末残高 62,421 65,275
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該当事項はありません。 

  

本日の人事異動等に関する発表をご参照ください。 

  

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) 

 
    (注) 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。 

 (4) 継続企業の前提に関する注記

６．その他

 (1) 役員の異動

 (2) 仲介業務の概要

区分
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)

前期比

首都圏 13,992 14,654 ＋4.7％

関西圏 10,610 11,134 ＋4.9％

その他 5,372 5,505 ＋2.5％

  合計 29,974 31,293 ＋4.4％

区分
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)

前期比

首都圏 449,354 499,808 ＋11.2％

関西圏 215,134 224,614 ＋4.4％

その他 105,387 110,136 ＋4.5％

  合計 769,875 834,559 ＋8.4％

区分
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)

前期比

首都圏 23,755 25,488 ＋7.3％

関西圏 10,972 11,743 ＋7.0％

その他 5,786 6,099 ＋5.4％

  合計 40,514 43,332 ＋7.0％
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