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1. 平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年６月30日）

 (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 ％

23年12月期第２四半期 9,724 △58.0 3,527 △35.0 1,593 △45.4 662 ―

22年12月期第２四半期 23,177 △61.6 5,425 △49.6 2,918 △55.5 △535 ―

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

23年12月期第２四半期 289.06 288.23

22年12月期第２四半期 △442.00 ―

 (2) 連結財政状態

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12月期第２四半期 195,795 71,512 30.8 26,359.74

 22年12月期 206,228 71,147 29.1 26,216.42

(参考) 自己資本 23年12月期第2四半期 60,395百万円 22年12月期 60,066百万円

2. 配当の状況

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 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年12月期 ― 0.00

23年12月期(予想) ― 0.00 0.00

3. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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

通期 21,900 △43.2 7,600 3.7 3,700 68.0 2,000    ― 872.79



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ※ 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

了しております。 

  

  ※ 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条件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、四半

期決算短信（添付資料）4ページ「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（詳細は、【添付資料】5ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ―社 (社名       )  除外   ―社（社名         )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年12月期２Ｑ 2,291,186株 22年12月期 2,291,186株

② 期末自己株式数 23年12月期２Ｑ ― 株 22年12月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期２Ｑ 2,291,186株 22年12月期２Ｑ 1,211,773株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の被害

及びその後の電力供給問題の影響による企業の生産活動の低下や輸出の減少に加え、円高の進行や物価

の不安定な推移等も相まったことから、先行き不透明な状況が続いております。 

 当社グループが属する不動産及び不動産金融業界におきましては、包括的な金融緩和政策の一環とし

て、昨年、日本銀行により創設された資産買入等の基金の内、J-REITを対象資産とした買入実施残高が

平成23年６月30日現在197億円に上る等、政策的な後押しを背景に、資金調達環境が改善傾向に転じ、

また、J-REITの公募増資、物件取得が増加する等、不動産市場の流動性は回復局面に入っております。

 こうした中、当社グループでは、一昨年来、アセットマネジメントビジネスを当社グループのビジネ

スの基軸として位置付け、安定的かつ強固な収益構造の構築を図るべく、諸施策を着実に実行してまい

りましたが、当第２四半期連結累計期間におきましても順調に当該取り組みを進めております。 

 特に本邦不動産への投資意欲を有する国内外の投資家に対して、優良案件の発掘と投資機会の提供に

注力し、アセットマネジメント業務の機能を強化しながら、継続的な受託資産の増加を図っておりま

す。しかしながら、対象不動産の外部売却、アセットマネジメント契約の終了等により、受託資産の減

少が新規受託を一時的に上回った為、平成23年６月末現在、当社グループが受託するアセットマネジメ

ント受託残高は１兆519億円（前連結会計年度末比460億円、4.2%減）となっております。 

 財務面におきましては、当社連結子会社においてノンリコースローンによる資金調達のリファイナン

スを通じて、金融費用の削減、並びに資金調達の長期化等を積極的に進めてまいりました。 

 また、当社グループにおいて、震災による直接的な影響は大きなものではありませんでしたが、自己

勘定保有物件である茨城県水戸市の商業施設や宮城県仙台市の賃貸マンションを中心に、数物件におい

て建物、設備に一部損害を受けたことから、復旧に必要とされる見積り工事費用を災害による損失とし

て、さらに、匿名組合出資持分の譲渡損等も合わせて特別損失に６億円計上することとなりました。 

この結果、営業収益は前年同期比58.0%減の9,724百万円となり、営業利益、経常利益及び四半期純利益

はそれぞれ3,527百万円（前年同期比35.0%減）、1,593百万円（前年同期比45.4%減）、662百万円（前

年同期は535百万円の四半期純損失）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①アセットマネジメント事業  

 アセットマネジメント事業につきましては、前年同期にオーストラリア証券取引所に上場する不動産

投資信託（Listed Property Trust：LPT）の私募ファンド化に伴うパフォーマンスフィーの計上があっ

たことや受託資産が一時的に減少したこと等に伴い、管理報酬であるアセットマネジメントフィーを中

心にフィー収入が前年同期と比較して減少いたしました。この結果、営業収益は2,557百万円、営業利

益は1,565百万円となりました。    

②不動産投資事業  

 不動産投資事業につきましては、匿名組合分配損失を計上したものの、自己勘定保有物件の内、たな

卸資産の保有期間における賃貸収入を計上した他、バルク案件の物件売却を推進したこと等の結果、営

業収益は3,747百万円、営業利益は905百万円となりました。 

  

  

1. 当四半期の連結業績等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
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③不動産賃貸事業  

 不動産賃貸事業につきましては、自己勘定保有物件の内、長期保有目的不動産として位置付けた固定

資産から安定的な賃貸収入を計上した結果、営業収益は3,885百万円、営業利益は1,418百万円となりま

した。  

  

（資産、負債及び純資産の状況）  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて10,433百万円減少し、195,795

百万円となりました。これは主に、有利子負債の返済による現金及び預金の減少があったことの他、自

己勘定物件が物件売却により4,362百万円減少したこと、投資有価証券が匿名組合出資持分の譲渡等に

より1,676百万円減少したこと等によるものであります。  

 負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べて10,797百万円減少し、124,282百万円となりま

した。これは主に、有利子負債の減少によるものであります。  

 純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて364百万円増加し、71,512百万円となりまし

た。これは主に、為替換算調整勘定が301百万円減少したものの、四半期純利益の計上を中心に利益剰

余金が654百万円増加したことの他、少数株主持分が36百万円増加したことによるものであります。な

お、少数株主持分は、主に、当社グループが連結したファンドに対する当社グループ以外の顧客投資家

の出資持分であります。  

 また、物件の取得にあたり連結子会社においてノンリコースローンによる資金調達を行う場合があり

ますが、当該ノンリコースローンは物件を保有している子会社を対象に融資され、返済原資はその子会

社が保有する資産に係るキャッシュフローの範囲内に限定されるため、当社グループの有利子負債への

依存の分析にあたっては、当該ノンリコースローンの影響を控除する必要があります。  

 有利子負債の自己資本に対する比率（デット・エクイティ・レシオ）の推移は以下の通りです。 

  

（単位：百万円） 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年６月期

有利子負債① 238,269 202,806 153,038 123,625 115,020

（うちノンリコースローン②） (120,366) (78,528) (68,419) (69,764) (59,295)

純資産③ 80,488 57,558 54,525 71,147 71,512

現金及び預金④ 39,369 11,872 18,291 10,913 8,075

純有利子負債⑤(①-②-④） 78,533 112,404 66,327 42,947 47,650

 ノンリコースローン控除後 
 ネット・デット・エクイテ 
 ィ・レシオ⑤/③(%)

97.6 195.3 121.6 60.4 66.6
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（連結キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により2,922百万円増加し、

投資活動により3,487百万円増加し、財務活動により8,769百万円減少いたしました。この結果、当第２

四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、2,758百万円減少し

9,857百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー  

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果、得られた資金は、2,922百万円（前年同期比

81.4％減）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を1,233百万円計上したこと、たな

卸資産の減少が1,248百万円あったことによるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー  

 当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果、得られた資金は、3,487百万円（前年同期は

5,293百万円の使用）となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が3,371百万円あった

ことによるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー  

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果、使用した資金は、8,769百万円（前年同期比

52.2％減）となりました。これは主に、借入金の減少や社債の償還による支出があったことによるもの

であります。 

  

  

平成23年12月期の業績予想につきましては、平成23年２月14日に公表しております「平成22年12月期

決算短信」の業績予想から変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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。 

  

  （簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しており

ます。 

②棚卸資産の評価方法 

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。  

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、

法定実効税率を使用しております。  

  

   1. 会計処理基準に関する事項の変更 

  （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ３百万円減少し、税金等

調整前四半期純利益は17百万円減少しております。  

  

   2.表示方法の変更 

  （四半期連結損益計算書） 

「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）に基づく財務諸表等

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）の適用により、当第２四半期

連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示

しております。 

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,075 10,913

信託預金 2,930 3,327

営業未収入金 1,905 1,642

販売用不動産 41,758 43,006

買取債権 1,605 1,618

未収還付法人税等 233 319

繰延税金資産 108 99

その他 1,127 2,200

貸倒引当金 △387 △414

流動資産合計 57,357 62,712

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 46,907 48,716

減価償却累計額 △2,183 △1,828

建物及び構築物（純額） 44,723 46,887

土地 70,584 71,511

その他 162 534

減価償却累計額 △105 △103

その他（純額） 57 430

有形固定資産合計 115,365 118,830

無形固定資産   

その他 54 59

無形固定資産合計 54 59

投資その他の資産   

投資有価証券 17,765 19,442

出資金 435 429

長期貸付金 635 672

繰延税金資産 330 343

その他 3,896 3,991

貸倒引当金 △44 △252

投資その他の資産合計 23,017 24,626

固定資産合計 138,438 143,515

資産合計 195,795 206,228
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 423 348

短期借入金 5,046 7,577

1年内返済予定の長期借入金 24,745 21,216

1年内償還予定の社債 900 1,750

未払法人税等 420 1,031

預り敷金 1,194 1,449

災害損失引当金 286 －

その他 1,371 3,135

流動負債合計 34,388 36,508

固定負債   

社債 3,193 6,793

長期借入金 81,135 86,288

繰延税金負債 1,825 1,880

退職給付引当金 56 48

長期預り敷金 3,293 3,207

その他 390 354

固定負債合計 89,894 98,571

負債合計 124,282 135,080

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,322 31,322

資本剰余金 31,581 31,581

利益剰余金 △1,940 △2,594

株主資本合計 60,962 60,308

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △108 △84

為替換算調整勘定 △459 △157

評価・換算差額等合計 △567 △242

少数株主持分 11,117 11,080

純資産合計 71,512 71,147

負債純資産合計 195,795 206,228
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業収益 23,177 9,724

営業原価 15,740 4,558

営業総利益 7,436 5,166

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 112 40

役員報酬 113 149

給料及び賞与 569 573

支払手数料 379 261

のれん償却額 221 －

その他 614 613

販売費及び一般管理費合計 2,010 1,638

営業利益 5,425 3,527

営業外収益   

受取利息 16 31

消費税等簡易課税差額収入 258 121

還付消費税等 － 238

その他 79 78

営業外収益合計 354 470

営業外費用   

支払利息 2,308 2,124

持分法による投資損失 5 35

支払手数料 394 180

その他 153 63

営業外費用合計 2,861 2,404

経常利益 2,918 1,593

特別利益   

固定資産売却益 43 79

投資有価証券売却益 0 －

負ののれん発生益 30 －

貸倒引当金戻入額 － 141

その他 0 31

特別利益合計 73 252

特別損失   

投資有価証券売却損 － 190

投資有価証券評価損 9 －

固定資産売却損 435 －

減損損失 1,068 83

関係会社整理損失引当金繰入額 571 －

災害による損失 － 311

その他 49 25

特別損失合計 2,135 611

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 856 1,234

匿名組合損益分配額 14 0

税金等調整前四半期純利益 842 1,233

法人税等 1,118 258

少数株主損益調整前四半期純利益 － 975

少数株主利益 259 312

四半期純利益又は四半期純損失（△） △535 662
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業収益 17,984 4,744

営業原価 13,099 1,983

営業総利益 4,884 2,760

販売費及び一般管理費   

役員報酬 63 76

給料及び賞与 338 348

支払手数料 185 113

その他 306 246

販売費及び一般管理費合計 894 785

営業利益 3,989 1,975

営業外収益   

受取利息 6 10

消費税等簡易課税差額収入 110 34

持分法による投資利益 170 －

その他 61 47

営業外収益合計 348 92

営業外費用   

支払利息 1,181 959

持分法による投資損失 － 101

支払手数料 220 17

その他 71 36

営業外費用合計 1,473 1,114

経常利益 2,864 953

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 134

投資有価証券売却益 0 －

負ののれん発生益 30 －

その他 0 32

特別利益合計 30 167

特別損失   

固定資産売却損 435 －

減損損失 789 －

関係会社整理損失引当金繰入額 571 －

固定資産除却損 － 4

災害による損失 － 2

その他 48 0

特別損失合計 1,845 7

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 1,049 1,113

匿名組合損益分配額 1 0

税金等調整前四半期純利益 1,048 1,113

法人税等 842 198

少数株主損益調整前四半期純利益 － 914

少数株主利益 88 147

四半期純利益 116 767
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 842 1,233

減価償却費 633 674

減損損失 1,068 83

のれん償却額 221 －

買取債権回収益及び譲渡益 △58 －

匿名組合投資損益（△は益） △174 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 61 △33

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 571 －

災害損失 － 311

受取利息 △16 △31

支払利息 2,308 2,124

持分法による投資損益（△は益） 5 35

固定資産売却損益（△は益） － △79

投資有価証券売却損益（△は益） － 190

売上債権の増減額（△は増加） △368 △263

仕入債務の増減額（△は減少） 4 △14

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,591 1,248

買取債権の増減額（△は増加） － 13

買取債権の回収及び譲渡による収入 1,248 －

匿名組合出資金の増減額（△は増加） － 316

匿名組合出資金の分配金受取による収入 351 －

その他 △1,425 549

小計 16,866 6,361

利息及び配当金の受取額 67 56

利息の支払額 △1,759 △2,793

災害損失の支払額 － △0

法人税等の支払額 △550 △1,020

法人税等の還付額 1,060 318

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,684 2,922

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 △6,169 △442

有形固定資産の売却による収入 3,856 3,371

無形固定資産の取得による支出 △8 △4

貸付けによる支出 △46 －

貸付金の回収による収入 － 257

投資有価証券の取得による支出 △644 △7

関係会社株式の取得による支出 △496 △196

その他 △1,786 508

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,293 3,487
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 3,575 －

短期借入金の返済による支出 △14,535 －

短期借入金の増減額（△は減少） － △2,531

長期借入れによる収入 19,695 13,731

長期借入金の返済による支出 △25,467 △15,510

社債の発行による収入 － 998

社債の償還による支出 △2,327 △5,450

少数株主からの払込みによる収入 1,208 2

少数株主への配当金の支払額 △15 △48

少数株主への分配による支出 △439 △208

その他 △31 247

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,338 △8,769

現金及び現金同等物に係る換算差額 112 △298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,834 △2,658

現金及び現金同等物の期首残高 21,665 12,616

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△84 △99

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,746 9,857
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該当事項はありません。 

  

  

１ 事業の種類別セグメント情報 

  前第２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日) 

                                                                       (単位:百万円)

 
(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おります。 

２ 各事業の主な内容 

 
  

２ 所在地別セグメント情報 

前第２四半期連結累計期間において、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超え

ているため、記載を省略しております。  

  

３ 海外売上高 

前第２四半期連結累計期間において海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略し

ております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

不動産投資
アドバイザ
リー事業

不動産投資
事業

アセットマ
ネジメント

事業

債権投資マ
ネジメント

事業
計

消去又は 
全社

連結

 営業収益

   (1) 外部顧客に対する 
       営業収益

942 19,859 1,923 451 23,177 ― 23,177

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

71 ― 688 ― 759 (759) ―

計 1,014 19,859 2,611 451 23,937 (759) 23,177

   営業利益 521 3,609 1,679 113 5,924 (498) 5,425

（1）不動産アドバイザリー事業
不動産売買の仲介、不動産投資の案件発掘、投資実行のコンサルティング及
び不動産ファンドへの共同投資

（2）不動産投資事業 自己勘定による不動産投資

   (3）アセットマネジメント事業 不動産の管理及び投資対象物件の価値上昇のためのコンサルティング

（4）債権投資マネジメント事業
債権売買の仲介、債権投資の案件発掘、投資実行のコンサルティング及び
自己勘定による債権投資
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【セグメント情報】 

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、事業本部及び連結子会社等において取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案

し、事業活動を展開しております。  

  したがって、当社は、事業本部及び連結子会社等を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構

成されており、「アセットマネジメント事業」、「不動産投資事業」及び「不動産賃貸事業」の３つを

報告セグメントとしております。  

 「アセットマネジメント事業」は、不動産及び不動産担保付債権等への投資戦略の立案・投資アドバ

イス、投資案件の運営・管理等を行っております。「不動産投資事業」は、主に当社組成ファンド等へ

のウェアハウジングを目的とした自己勘定による不動産及び不動産担保付債権等への投資を行っており

ます。「不動産賃貸事業」は、自己勘定による長期保有の不動産投資を行っております。  

  

２．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 

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日) 

                                    (単位:百万円) 

 
（注）１．セグメント利益の調整額△362百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり

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等であります。    

 ２．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。  

  

（追加情報）  

 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）を適用しております。  

  

報告セグメント

計
調整額 
（注１）

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２）

アセットマネ
ジメント事業

不動産投資
事業

不動産賃貸
事業

 営業収益

   (1) 外部顧客に対する 
       営業収益

2,091 3,747 3,885 9,724 ― 9,724

   (2) セグメント間の内部 
     営業収益又は振替高

465 ― ― 465 △465 ―

計 2,557 3,747 3,885 10,190 △465 9,724

セグメント利益 1,565 905 1,418 3,889 △362 3,527
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該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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