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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 11,771 △16.0 1,781 11.6 1,791 13.2 1,040 9.8
23年3月期第1四半期 14,021 16.1 1,595 35.8 1,582 31.2 947 31.8

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,174百万円 （5.6％） 23年3月期第1四半期 1,111百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第1四半期 36.37 ―

23年3月期第1四半期 33.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 94,011 64,198 68.3
23年3月期 105,391 64,740 61.4

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  64,198百万円 23年3月期  64,740百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

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

23年3月期 ― 40.00 ― 60.00 100.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 40.00 ― 60.00 100.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

営業収益 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



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー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。 
 その他業績予想に関する事項については、四半期決算短信【添付資料】４ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 28,600,000 株 23年3月期 28,600,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 180 株 23年3月期 180 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 28,599,820 株 23年3月期1Q 28,599,820 株
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当第１四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は11,771百万円(前年同期比16.0％減)、

営業利益は1,781百万円(同11.6％増)、経常利益は1,791百万円(同13.2％増)、四半期純利益は1,040百

万円(同9.8％増)となりました。 

  

(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〕 

仲介業務におきましては、震災の影響によるエンドユーザーの売買意欲の停滞感は見られたものの、

中古住宅等の取引市場が月を追う毎に動き出す中、取扱件数は7,991件(前年同期比0.2％増)と、第１四

半期としては２年連続で過去 高を更新しました。平均取扱価格の下落により取扱高は202,458百万円

(同5.5％減)となりましたが、手数料率の改善により営業収益は10,236百万円(同2.9％増)、営業利益は

2,294百万円(同17.2％増)を計上いたしました。 

 なお、当第１四半期連結累計期間における仲介店舗の新規出店はありません。 

  

(単位：百万円) 

 
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

 (1) 連結経営成績に関する定性的情報

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 14,021 11,771 △2,249 △16.0％

営業利益 1,595 1,781 ＋185 ＋11.6％

経常利益 1,582 1,791 ＋209 ＋13.2％

四半期純利益 947 1,040 ＋92 ＋9.8％

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 7,973 7,991 ＋18 ＋0.2％

取扱高 214,299 202,458 △11,841 △5.5％

営業収益 9,951 10,236 ＋285 ＋2.9％

営業利益 1,958 2,294 ＋336 ＋17.2％
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〔受託販売業務〕 

受託販売業務におきましては、新築マンションの供給戸数の減少に加え、購入者側にも様子見の姿勢

が見られる中、当社においては首都圏における大型物件の引渡しが前期に比べ減少したため、取扱件数

は727件(前年同期比14.2％減)、取扱高は28,470百万円(同22.5％減)、営業収益は795百万円(同29.7％

減)となりましたが、営業原価の減少が営業収益の減少よりも大きく、営業利益は108百万円(同68.0％

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、既存ビルの空室率が高止まりす

るとともに、平均賃料も緩やかな下落が続く中、営業収益は490百万円(前年同期比9.5％減)、営業利益

は248百万円(同10.0％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いて行っている優良宅地分譲が前期において好

調であった反動で、営業収益は228百万円(前年同期比90.5％減)、営業損失は27百万円(同235百万円減)

の計上となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔その他〕 

その他、住宅ローンに係る事務代行業務等により、営業収益は139百万円(前年同期比6.3％増)、営業

利益は56百万円(同15.9％増)を計上いたしました。 

  

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 847 727 △120 △14.2％

取扱高 36,738 28,470 △8,267 △22.5％

営業収益 1,131 795 △336 △29.7％

営業利益 64 108 ＋43 ＋68.0％

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 541 490 △51 △9.5％

営業利益 276 248 △27 △10.0％

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 2,388 228 △2,160 △90.5％

営業利益(△損失) 208 △27 △235 ―
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当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて11,380百万円減少し、

94,011百万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少により流動資産が減少したことによる

ものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて10,838百万円減少し、29,812百万円となりました。これは主

に、預り金及び未払法人税等の減少により流動負債が減少したことによるものであります。 

 純資産は、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べて541百万円減少し、64,198百万

円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて6.9ポイント上昇し、68.3％となりまし

た。 

  

(単位：百万円) 

 
  

当第１四半期の業績は堅調な足取りで推移しており、平成23年５月10日の決算発表時の業績予想を修

正いたしません。 

 (2) 連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

前連結会計年度末
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日)

前期比

増減 増減率

総資産 105,391 94,011 △11,380 △10.8％

負債 40,651 29,812 △10,838 △26.7％

純資産 64,740 64,198 △541 △0.8％

自己資本比率(％) 61.4 68.3 ＋6.9 ―

 (3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表

 (1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 26,037 13,876

営業未収入金 526 357

販売用不動産 4,027 5,503

未成業務支出金 914 1,184

その他 5,437 4,698

貸倒引当金 △29 △8

流動資産合計 36,914 25,611

固定資産

有形固定資産

建物 20,130 20,121

減価償却累計額 △10,776 △10,890

建物（純額） 9,354 9,231

土地 45,435 45,414

その他 1,794 1,824

減価償却累計額 △1,455 △1,475

その他（純額） 338 349

有形固定資産合計 55,127 54,994

無形固定資産 608 663

投資その他の資産

破産更生債権等 11,048 11,008

その他 6,916 6,957

貸倒引当金 △5,223 △5,223

投資その他の資産合計 12,741 12,742

固定資産合計 68,477 68,400

資産合計 105,391 94,011
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金 89 78

短期借入金 14,300 14,300

未払法人税等 2,658 92

賞与引当金 1,941 609

預り金 14,839 8,108

その他 2,537 2,335

流動負債合計 36,365 25,524

固定負債

退職給付引当金 2,971 2,983

役員退職慰労引当金 213 173

その他 1,101 1,132

固定負債合計 4,286 4,288

負債合計 40,651 29,812

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 65,877 65,202

自己株式 △1 △1

株主資本合計 72,389 71,713

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △9 △7

繰延ヘッジ損益 △190 20

為替換算調整勘定 △7,449 △7,529

その他の包括利益累計額合計 △7,649 △7,515

純資産合計 64,740 64,198

負債純資産合計 105,391 94,011
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 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

営業収益 14,021 11,771

営業原価 11,229 8,921

売上総利益 2,791 2,850

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 310 325

賞与引当金繰入額 7 0

退職給付費用 7 9

役員退職慰労引当金繰入額 6 11

その他 863 722

販売費及び一般管理費合計 1,195 1,068

営業利益 1,595 1,781

営業外収益

受取利息 15 10

為替差益 3 7

貸倒引当金戻入額 － 20

その他 12 9

営業外収益合計 32 48

営業外費用

支払利息 36 33

その他 9 5

営業外費用合計 45 38

経常利益 1,582 1,791

特別利益

固定資産売却益 94 0

特別利益合計 94 0

特別損失

固定資産除却損 13 0

投資有価証券評価損 20 －

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 39 0

税金等調整前四半期純利益 1,637 1,791

法人税、住民税及び事業税 123 60

法人税等調整額 566 691

法人税等合計 690 751

四半期純利益 947 1,040
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

四半期純利益 947 1,040

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3 2

繰延ヘッジ損益 △52 211

為替換算調整勘定 220 △79

その他の包括利益合計 163 133

四半期包括利益 1,111 1,174

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,111 1,174
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

(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．セグメント利益の調整額△960百万円には、セグメント間取引消去△123百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△837百万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。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

(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．セグメント利益の調整額△899百万円には、セグメント間取引消去△118百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△781百万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。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 (3) 継続企業の前提に関する注記

 (4) 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)

四半期連
結損益計
算書計上
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 9,909 1,085 506 2,388 13,889 131 14,021 ─ 14,021

セグメント間の内部営
業収益又は振替高

42 46 34 ─ 123 ─ 123 △123 ─

計 9,951 1,131 541 2,388 14,013 131 14,144 △123 14,021

セグメント利益 1,958 64 276 208 2,507 48 2,556 △960 1,595

報告セグメント

その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連
結損益計
算書計上
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 10,220 748 434 228 11,631 139 11,771 ─ 11,771

セグメント間の内部営
業収益又は振替高

15 47 55 ─ 118 ─ 118 △118 ─

計 10,236 795 490 228 11,749 139 11,889 △118 11,771

セグメント利益 
又は損失(△)

2,294 108 248 △27 2,624 56 2,680 △899 1,781
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２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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① 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．補足情報

  仲介業務の概要

区分
前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

前年同期比

首都圏 3,732 3,501 △6.2％

関西圏 2,832 2,965 ＋4.7％

その他 1,409 1,525 ＋8.2％

  合計 7,973 7,991 ＋0.2％

区分
前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

前年同期比

首都圏 130,558 112,168 △14.1％

関西圏 56,894 60,393 ＋6.1％

その他 26,846 29,896 ＋11.4％

  合計 214,299 202,458 △5.5％

区分
前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

前年同期比

首都圏 5,870 5,737 △2.3％

関西圏 2,686 2,960 ＋10.2％

その他 1,394 1,538 ＋10.3％

  合計 9,951 10,236 ＋2.9％

住友不動産販売㈱（8870） 平成24年３月期 第１四半期決算短信

－ 12 －




