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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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）

営業収益 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 ％

25年3月期 57,191 △1.6 11,991 △6.0 11,994 △5.7 7,331 4.1
24年3月期 58,091 △1.4 12,760 17.9 12,715 18.1 7,044 13.7

（注）包括利益 25年3月期 8,591百万円 （34.2％） 24年3月期 6,400百万円 （31.3％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 256.34 ― 10.3 10.2 21.0
24年3月期 246.30 ― 10.6 11.3 22.0

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24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

25年3月期 116,557 74,013 63.5 2,587.88
24年3月期 118,988 68,281 57.4 2,387.47

（参考） 自己資本   25年3月期  74,013百万円 24年3月期  68,281百万円

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

25年3月期 4,146 △896 △7,492 37,085
24年3月期 19,928 260 △5,192 40,368

2.  配当の状況 

(注) 26年3月期(予想)の年間配当金及び配当性向(連結)については、本日公表している株式分割を考慮しない額を記載しています。詳しくは別紙の「(参考)株式
分割後の配当予想及び連結業績予想における１株当たり当期純利益について」をご覧下さい。 

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 ％ ％

24年3月期 ― 40.00 ― 60.00 100.00 2,859 40.6 4.3
25年3月期 ― 40.00 ― 60.00 100.00 2,859 39.0 4.0
26年3月期(予想) ― 40.00 ― 60.00 100.00 34.5

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

(注) 26年3月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益については、本日公表している株式分割を考慮しない額を記載しています。詳しくは別紙の「(参
考)株式分割後の配当予想及び連結業績予想における１株当たり当期純利益について」をご覧下さい。 

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) 28,300 7.4 5,300 11.5 5,300 11.2 3,200 10.8 111.89
通期 61,800 8.1 13,600 13.4 13,600 13.4 8,300 13.2 290.21



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 28,600,000 株 24年3月期 28,600,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 180 株 24年3月期 180 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 28,599,820 株 24年3月期 28,599,820 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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）

営業収益 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 ％

25年3月期 51,951 0.8 11,512 △4.4 11,448 △4.2 6,990 5.2
24年3月期 51,559 3.3 12,043 21.8 11,947 22.0 6,646 16.3

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

25年3月期 244.41 ―
24年3月期 232.38 ―

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

25年3月期 126,798 73,208 57.7 2,559.76
24年3月期 129,942 69,059 53.1 2,414.69

（参考） 自己資本 25年3月期  73,208百万円 24年3月期  69,059百万円

※ 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。 



当社は、平成25年５月13日開催の取締役会において、普通株式１株を２株に分割することを決議すると

ともに、単元株式数を10株から100株に変更することを内容とする定款の一部変更について、第39期定時

株主総会に付議することを決議しております。当該定款変更案の承認を条件に、平成25年10月１日を効力

発生日として株式分割が実施され、単元株式数が変更されることになりますが、当該株式分割が期首に行

われたとした場合の平成26年３月期の配当予想及び連結業績予想における１株当たり当期純利益は以下の

とおりです。 

  

１．平成26年３月期の配当予想 

 
  

２．平成26年３月期の連結業績予想 

 
  

(参考)株式分割後の配当予想及び連結業績予想における１株当たり当期純利益について

年間配当金 配当性向 
(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 ％

26年3月期(予想) ― 20.00 ― 30.00 50.00 34.5

１株当たり
当期純利益

円 銭

第2四半期(累計) 55.94

通 期 145.10
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当期におけるわが国経済は、震災からの復興需要や政策効果により緩やかな回復で始まったもの

の、上半期については、欧州債務問題の再燃など海外経済の減速等を背景として、輸出や生産の減少

により景気の底割れが懸念されるなど不透明な状況が続きました。下期に入り政権交代以降について

は、デフレ脱却に向けた金融緩和と景気回復のための各種政策効果への期待感から、円安が進み株価

も上昇するなど景気は回復の兆しを見せておりますが、当期における当社グループの営業収益は

57,191百万円(前期比1.6％減)、営業利益は11,991百万円(同6.0％減)、経常利益は11,994百万円(同

5.7％減)、当期純利益は7,331百万円(同4.1％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〕 

当不動産流通業界における中古住宅等の取引は、低金利が続く中、前半においては震災の反動増

により、後半においてはアベノミクス効果等による買い時感の高まりにより、成約件数につきまし

ては増加基調で推移いたしました。一方、平均取扱価格につきましては、第４四半期に入り下げ止

まりの兆しが顕著ですが、年間では小幅な下落となりました。 

 このような業界環境の下、当社仲介業務おける取扱件数は、33,180件(前期比5.5％増)と過去

高を更新いたしましたが、ホールセール部門において大型案件が減少したことにより、取扱高は

858,924百万円(同3.8％減)となりました。主力のリテール部門においては増収を確保し、全体でも

営業収益は46,835百万円(同1.9％増)となりましたが、利益率の高いホールセール部門の減収の影

響は大きく、営業利益は13,429百万円(同3.0％減)の計上となりました。  

 なお、当期において、首都圏に「仙川」、関西圏に「西神中央」、北海道に「札幌白石」の３店

舗を新規出店し、当期末現在の直営ネットワークは、首都圏143店舗、関西圏72店舗、その他34店

舗の計249店舗となりました。 

  
(単位：百万円) 

 

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 58,091 57,191 △900 △1.6％

営業利益 12,760 11,991 △768 △6.0％

経常利益 12,715 11,994 △721 △5.7％

当期純利益 7,044 7,331 ＋286 ＋4.1％

(セグメント別の概況)

前 期 当 期
前期比

増減 増減率

取扱件数(件) 31,443 33,180 ＋1,737 ＋5.5％

取扱高 892,760 858,924 △33,835 △3.8％

営業収益 45,967 46,835 ＋867 ＋1.9％

営業利益 13,837 13,429 △408 △3.0％
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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が首都圏・関西圏ともに増加を示し、

契約率も順調に推移する中、当社においては関西圏・地方圏の大型物件の引渡しが前期に比べて大

きく減少した為、取扱件数は3,511件(前期比5.5％減)となりましたが、取扱単価の高い首都圏の引

渡件数が増加したことにより、取扱高は144,701百万円(同0.2％増)と前期並みとなりました。手数

料率の低下により営業収益は4,161百万円(同7.3％減)と減少したものの、効率的な人員配置等によ

り利益率が向上し、営業利益は823百万円(同0.9％増)を計上いたしました。 

  
(単位：百万円) 

 

  

〔賃貸業務〕 

賃貸業務におきましては、東京都心部のオフィスビル市場において、空室率は僅かながら改善を

示しておりますが、平均賃料は弱含みで推移する中、営業収益は1,977百万円(前期比1.4％増)、営

業利益は985百万円(同1.2％増)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、国内連結子会社で行っている宅地分譲において、景気の不透明

感から高額物件に対する買い手の慎重な姿勢が続きました。年明け以降は契約の進捗も改善いたし

ましたが、営業収益は4,114百万円(前期比25.6％減)に留まり、△29百万円(同314百万円減)の営業

損失となりました。 

  
(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581百万円

(前期比2.9％減)、営業利益は256百万円(同1.3％減)を計上いたしました。 

前 期 当 期
前期比

増減 増減率

取扱件数(件) 3,715 3,511 △204 △5.5％

取扱高 144,451 144,701 ＋250 ＋0.2％

営業収益 4,488 4,161 △326 △7.3％

営業利益 815 823 ＋7 ＋0.9％

前 期 当 期
前期比

増減 増減率

営業収益 1,951 1,977 ＋26 ＋1.4％

営業利益 974 985 ＋11 ＋1.2％

前 期 当 期
前期比

増減 増減率

営業収益 5,531 4,114 △1,417 △25.6％

営業利益(△損失) 284 △29 △314 ―

－ 3 －
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今後のわが国経済は、金融緩和や経済対策による公共投資の増加などが追い風となり、企業や消費

者のマインドの改善と相俟って、本年央頃には緩やかな回復に向かうことが期待されております。ま

た、下期には消費税率引き上げ前の駆け込み需要が発生すると予想されることから、年度全体でも高

い成長が見込まれております。一方で、欧州情勢を巡ってはなお不透明感が強く、また、米国の財政

問題・中国の成長率の鈍化など、海外経済に起因するリスクについては引き続き注意が必要です。 

 当不動産流通業界におきましては、低金利が続き景況感が改善する中、物件価格の先高感も強まっ

ていることから、一般消費者の住宅購入意欲の高まりとともに、成約件数については引き続き増加基

調で推移するものと思われます。 

 このような状況の中、当社グループにおきましては、生産性の追求、効率性の向上を目標に、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、地域密着を深め、地域特性に応じた営業戦略を推進する

とともに、若手戦力の生産性向上を早期に実現し、多様化する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、法人顧客に対する組織的なアプローチを強

化することにより、新規顧客の開拓と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厳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事業を継続し、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61,800百万円(前期比8.1％増)、営業利益

13,600百万円(同13.4％増)、経常利益13,600百万円(同13.4％増)、当期純利益8,300百万円(同13.2％

増)を見込んでおります。   

  
(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 57,191 61,800 ＋4,608 ＋8.1%

営業利益 11,991 13,600 ＋1,608 ＋13.4%

経常利益 11,994 13,600 ＋1,605 ＋13.4%

当期純利益 7,331 8,300 ＋968 ＋13.2%

－ 4 －
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流動資産は、現金及び預金が減少したことに加え、所有目的の変更により販売用不動産の一部を有

形固定資産に振替えたことにより、前期に比べて4,810百万円減少の46,430百万円となりました。  

 有形固定資産は、上記振替え等により、前期に比べて1,746百万円増加の56,408百万円となりまし

た。  

 無形固定資産は、前期に比べて104百万円減少の515百万円となりました。  

 投資その他の資産は、前期に比べて736百万円増加の13,203百万円となりました。  

 以上により、固定資産は、前期に比べて2,378百万円増加の70,126百万円となりました。  

 また、資産合計では、前期に比べて2,431百万円減少の116,557百万円となりました。  

 流動負債は、借入金と預り金の減少等により、前期に比べて8,395百万円減少の37,854百万円とな

りました。  

 固定負債は、前期に比べて232百万円増加の4,689百万円となりました。  

 以上により、負債合計では、前期に比べて8,163百万円減少の42,544百万円となりました。  

 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5,731百万円増

加の74,013百万円となりました。 

  これらの結果、自己資本比率は前期の57.4％から63.5％と、6.1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 118,988 116,557 △2,431 △2.0％

負債 50,707 42,544 △8,163 △16.1％

純資産 68,281 74,013 ＋5,731 ＋8.4％

自己資本比率(％) 57.4 63.5 ＋6.1 ―

－ 5 －
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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40,368百万円から3,283百万円減少(8.1％

減)し、37,085百万円となりました。 

  

〔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12,011百万円の計上、預り金の

減少額3,785百万円、法人税等の支払額5,225百万円等により、4,146百万円の収入(前期は19,928百

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、7,931百万円の収入(前期は8,279百万円の収入)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、主に有形固定資産の取得による支出により、896百万円

の支出(前期は260百万円の収入)となりました。 

  

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済及び配当金の支払い等により、7,492

百万円の支出(前期は5,192百万円の支出)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

19,928 4,146 △15,782 △79.2％

投資活動による
キャッシュ・フロー

260 △896 △1,157 ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

△5,192 △7,492 △2,300 ―

現金及び現金同等物 
の期末残高

40,368 37,085 △3,283 △8.1％

－ 6 －
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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株につき２株の割合での株式分割を考慮した場合、１株当た

り年間配当金50円(うち中間配当金20円)とさせていただく予定であります。（株式分割を考慮しない場

合には１株当たり年間配当金100円（うち中間配当金40円）となります。） 

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率(％) 60.8 59.6 61.4 57.4 63.5

時価ベースの 
自己資本比率(％)

81.9 110.3 90.1 93.0 137.2

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率(％)

― 96.8 233.7 60.2 178.5

インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ(倍)

― 87.9 44.0 150.7 42.2

  (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

－ 7 －
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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、当社は同社より本店事務所等を賃借しております。 

 当社グループの業務に係る位置づけ及び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、以下のセグメン

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、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、当社は、賃貸資産の管理業務をステップ・プロパティーズ株式会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)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

－ 8 －
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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。 

  

 

－ 9 －
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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26年３月期から平成28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、景気の好転期待が高まる中、成長路線への回帰を期するものです。企業競争力向上のた

め、人材の強化を図り、当社の強みである直営店舗網を生かした地域密着を深め、今まで以上にグルー

プ間の連携を密にすることで、当社グループの主力業務である仲介リテール部門を持続的に成長させ、

３ヶ年合計で過去 高水準の利益を目指します。 

  
 

(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４次中期経営計画」

２．対象期間 平成26年３月期～平成28年３月期、３ヶ年

３．連結数値目標

平成23年３月期
～平成25年３月期 

(実 績)

平成26年３月期
～平成28年３月期 

(計 画)
増減 増減率

営業収益 1,742 2,015 ＋273 ＋16％

営業利益 356 475 ＋119 ＋34％

経常利益 355 475 ＋120 ＋34％

当期純利益 206 293 ＋87 ＋42％

－ 10 －
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４．連結財務諸表
  (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 40,368 37,085

営業未収入金 669 718

販売用不動産 ※1 4,651 ※1 2,850

仕掛販売用不動産 191 375

未成業務支出金 1,032 1,190

繰延税金資産 1,743 1,519

その他 2,599 2,700

貸倒引当金 △18 △9

流動資産合計 51,240 46,430

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 20,684 ※1 21,354

減価償却累計額 △11,627 △12,088

建物及び構築物（純額） 9,057 9,265

土地 ※1 45,370 ※1 46,941

リース資産 122 130

減価償却累計額 △65 △84

リース資産（純額） 57 45

その他 1,229 1,249

減価償却累計額 △1,052 △1,094

その他（純額） 176 155

有形固定資産合計 54,662 56,408

無形固定資産 619 515

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 537 ※2 930

破産更生債権等 10,878 10,718

繰延税金資産 1,673 2,243

その他 4,596 4,529

貸倒引当金 △5,220 △5,218

投資その他の資産合計 12,466 13,203

固定資産合計 67,748 70,126

資産合計 118,988 116,557

－ 11 －
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 142 115

短期借入金 12,000 7,400

リース債務 31 23

未払法人税等 3,152 3,082

賞与引当金 1,953 2,039

預り金 26,488 22,703

その他 2,481 2,490

流動負債合計 46,250 37,854

固定負債

リース債務 29 24

退職給付引当金 3,131 3,569

役員退職慰労引当金 186 207

その他 1,110 888

固定負債合計 4,457 4,689

負債合計 50,707 42,544

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 70,062 74,533

自己株式 △1 △1

株主資本合計 76,574 81,045

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △11 7

繰延ヘッジ損益 △21 91

為替換算調整勘定 △8,259 △7,130

その他の包括利益累計額合計 △8,292 △7,032

純資産合計 68,281 74,013

負債純資産合計 118,988 116,557

－ 12 －
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業収益 58,091 57,191

営業原価 ※1 41,164 ※1 40,858

売上総利益 16,927 16,332

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 1,105 1,158

賞与引当金繰入額 47 49

退職給付費用 41 78

役員退職慰労引当金繰入額 24 20

賃借料 416 428

支払手数料 448 429

その他 2,082 2,176

販売費及び一般管理費合計 4,167 4,340

営業利益 12,760 11,991

営業外収益

受取利息 42 40

受取配当金 10 13

為替差益 22 49

貸倒引当金戻入額 11 9

その他 18 34

営業外収益合計 107 147

営業外費用

支払利息 132 100

投資事業組合関係費用 － 27

その他 18 17

営業外費用合計 151 144

経常利益 12,715 11,994

特別利益

固定資産売却益 ※2 3 ※2 21

特別利益合計 3 21

特別損失

固定資産除却損 ※3 4 ※3 3

特別損失合計 4 3

税金等調整前当期純利益 12,714 12,011

法人税、住民税及び事業税 5,168 5,086

法人税等調整額 501 △405

法人税等合計 5,669 4,680

当期純利益 7,044 7,331

－ 13 －
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当期純利益 7,044 7,331

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2 18

繰延ヘッジ損益 168 112

為替換算調整勘定 △810 1,128

その他の包括利益合計 △643 1,260

包括利益 6,400 8,591

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 6,400 8,591

－ 14 －
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 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

当期首残高 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

当期首残高 65,877 70,062

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 7,044 7,331

当期変動額合計 4,184 4,471

当期末残高 70,062 74,533

自己株式

当期首残高 △1 △1

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1 △1

株主資本合計

当期首残高 72,389 76,574

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 7,044 7,331

当期変動額合計 4,184 4,471

当期末残高 76,574 81,045
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25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

当期首残高 △9 △11

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 18

当期変動額合計 △2 18

当期末残高 △11 7

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △190 △21

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 168 112

当期変動額合計 168 112

当期末残高 △21 91

為替換算調整勘定

当期首残高 △7,449 △8,259

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △810 1,128

当期変動額合計 △810 1,128

当期末残高 △8,259 △7,130

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △7,649 △8,292

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △643 1,260

当期変動額合計 △643 1,260

当期末残高 △8,292 △7,032

純資産合計

当期首残高 64,740 68,281

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 7,044 7,331

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △643 1,260

当期変動額合計 3,540 5,731

当期末残高 68,281 74,013
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25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 12,714 12,011

減価償却費 752 737

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） 12 85

退職給付引当金の増減額（△は減少） 160 438

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27 20

受取利息及び受取配当金 △53 △54

為替差損益（△は益） △22 △49

支払利息 132 100

固定資産売却損益（△は益） △3 △21

固定資産除却損 4 3

売上債権の増減額（△は増加） △143 △47

たな卸資産の増減額（△は増加） △934 △207

仕入債務の増減額（△は減少） 52 △27

預り金の増減額（△は減少） 11,649 △3,785

破産更生債権等の増減額（△は増加） 169 160

その他 244 69

小計 24,693 9,425

利息及び配当金の受取額 43 44

利息の支払額 △132 △98

法人税等の支払額 △4,675 △5,225

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,928 4,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の純増減額（△は増加） 513 346

有形固定資産の取得による支出 △181 △923

有形固定資産の売却による収入 95 292

無形固定資産の取得による支出 △181 △67

投資有価証券の取得による支出 － △428

投資有価証券の売却及び償還による収入 7 37

その他 6 △153

投資活動によるキャッシュ・フロー 260 △896

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） △2,300 △4,600

配当金の支払額 △2,860 △2,858

その他 △31 △34

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,192 △7,492

現金及び現金同等物に係る換算差額 △665 959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,330 △3,283

現金及び現金同等物の期首残高 26,037 40,368

現金及び現金同等物の期末残高 40,368 37,085
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  該当事項はありません。 

  (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

  これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益はそれぞれ2百万円増加しております。 

１. 連結の範囲に関する事項 

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、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。 

  

２. 持分法の適用に関する事項 

 (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。 

  

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項 

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。 

  

  (5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
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※１  所有目的の変更により、販売用不動産の一部を有形固定資産に振替えており、内訳は次のとおり

であります。 

 
※２  関連会社に対するものは次のとおりであります。 

 
  

  

３  偶発債務 

保証債務の内容及び金額は次のとおりであります。 

 
(注) １．一般顧客に対する保証は、マンション、戸建等の売却者及び購入者の建物の瑕疵に対するものでありま

す。 

     ２．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。 

   

※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。 

 
  

※２  固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

 
  

※３  固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

建物 ―百万円 34百万円

土地 ― 〃 1,633 〃

計 ―百万円 1,667百万円

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

投資有価証券(株式) 5百万円 5百万円

前連結会計年度 
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

一般顧客 ―百万円 一般顧客 297百万円

ローン利用者 3  〃 ローン利用者 2 〃 

計 3百万円 計 300百万円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

営業原価 0百万円 98百万円

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

土地・建物及び構築物 3百万円 21百万円

計 3百万円 21百万円

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

建物及び構築物 3百万円 2百万円

工具、器具及び備品ほか  1  〃 1  〃

計 4百万円 3百万円
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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に関する情報 

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24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△3,412百万円には、セグメント間取引消去△445百万円及び各報告セグメントに

配分していない全社費用△2,967百万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44,238百万円には、管理部門に対する債権の相殺消去△7,065百万円、各報告セ

グメントに配分していない全社資産51,304百万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190百万円は、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。 

(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)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 45,912 4,321 1,727 5,531 57,493 597 58,091 ― 58,091

セグメント間の内部営 
業収益又は振替高

54 166 223 ― 444 0 445 △445 ―

計 45,967 4,488 1,951 5,531 57,938 598 58,536 △445 58,091

セグメント利益 13,837 815 974 284 15,912 259 16,172 △3,412 12,760

セグメント資産 7,137 1,578 54,308 5,713 68,738 6,011 74,749 44,238 118,988

その他の項目

減価償却費(注４) 226 12 342 1 582 0 582 169 752

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

129 2 61 ― 193 ― 193 190 383

－ 20 －

住友不動産販売㈱（8870） 平成25年３月期 決算短信



  
当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25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) セグメント利益又は損失の調整額△3,473百万円には、セグメント間取引消去△478百万円及び各報告セグ

メントに配分していない全社費用△2,994百万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42,739百万円には、管理部門に対する債権の相殺消去△6,254百万円、各報告セ

グメントに配分していない全社資産48,994百万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53百万円は、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.  セグメント利益又は損失は、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 46,786 3,977 1,733 4,114 56,612 579 57,191 ― 57,191

セグメント間の内部営 
業収益又は振替高

48 184 244 ― 476 2 478 △478 ―

計 46,835 4,161 1,977 4,114 57,088 581 57,669 △478 57,191

セグメント利益     
又は損失（△）

13,429 823 985 △29 15,209 256 15,465 △3,473 11,991

セグメント資産 6,561 1,731 56,067 3,586 67,946 5,871 73,817 42,739 116,557

その他の項目

減価償却費(注４) 203 12 337 1 554 0 555 182 737

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

132 2 785 0 921 1 922 53 975
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当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域及び海外（米国）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24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906百万円(賃貸収益は営業収益に、賃

貸費用は営業原価に計上)、売却益は3百万円(特別利益に計上)であります。 

  平成25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894百万円(賃貸収益は営業収益に、賃

貸費用は営業原価に計上)、売却益は21百万円(特別利益に計上)であります。 

  また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価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 

    前連結会計年度 

  増加は、賃貸用のオフィスビル等のリニューアル  60百万円、 

  減少は、賃貸用のオフィスビル等の自社使用への転用  448百万円、 

  減価償却  290百万円、 

  賃貸用のマンションの売却  92百万円であります。 

    当連結会計年度 

  増加は、販売用不動産からの振替 1,667百万円、 

          賃貸用のオフィスビルの取得 761百万円、 

          賃貸用のオフィスビル等のリニューアル 24百万円、 

  減少は、賃貸用のマンションの売却 273百万円、 

  賃貸用のオフィスビル等の自社使用への転用 197百万円、 

  減価償却 280百万円であります。 

 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23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

連結貸借対照表計上額

期首残高 51,808 51,025

期中増減額 △783 1,692

期末残高 51,025 52,718

期末時価 34,559 35,272
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(単位：円) 

 
(注) １.  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金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

当社は、平成25年５月13日開催の取締役会において、普通株式１株を２株に分割することを決議する

とともに、単元株式数を10株から100株に変更することを内容とする定款の一部変更について、第39期

定時株主総会に付議することを決議しております。当該定款変更案の承認を条件に、平成25年10月１日

を効力発生日として株式分割が実施され、単元株式数が変更されることになります。 

詳細につきましては、本日(平成25年５月13日)別途開示いたしました「株式分割、単元株式数の変更

及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 2,387.47 2,587.88

１株当たり当期純利益金額 246.30 256.34

項目
前連結会計年度

(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(百万円) 7,044 7,331

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) 7,044 7,331

普通株式の期中平均株式数(株) 28,599,820 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24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 39,817 37,059

営業未収入金 523 544

販売用不動産 1,810 59

未成業務支出金 1,032 1,190

前払費用 327 352

繰延税金資産 1,650 1,479

関係会社短期貸付金 7,030 6,207

その他 385 453

貸倒引当金 △18 △8

流動資産合計 52,559 47,338

固定資産

有形固定資産

建物 17,496  17,608

減価償却累計額 △10,311 △10,659

建物（純額） 7,185 6,949

構築物 444 451

減価償却累計額 △377 △384

構築物（純額） 67 66

機械及び装置 58 58

減価償却累計額 △57 △57

機械及び装置（純額） 1 1

工具、器具及び備品 1,141 1,158

減価償却累計額 △972 △1,009

工具、器具及び備品（純額） 168 148

土地 39,445  41,078

リース資産 122 130

減価償却累計額 △65 △84

リース資産（純額） 57 45

有形固定資産合計 46,924 48,289

無形固定資産

ソフトウエア 486 387

ソフトウエア仮勘定 5 －

電話加入権 116 116

無形固定資産合計 609 504

投資その他の資産

投資有価証券 439 832

関係会社株式 17,774 17,774

破産更生債権等 10,693 10,533

長期前払費用 23 25

繰延税金資産 1,378 2,021

敷金及び保証金 4,523 4,460

その他 52 51

貸倒引当金 △5,035 △5,033

投資その他の資産合計 29,849 30,666

固定資産合計 77,383 79,460

資産合計 129,942 126,798
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 55 101

短期借入金 22,703 18,822

リース債務 31 23

未払金 291 236

未払費用 1,414 1,437

未払法人税等 2,981 2,989

未払消費税等 661 646

前受金 57 75

預り金 26,491 22,677

賞与引当金 1,937 2,015

流動負債合計 56,626 49,025

固定負債

リース債務 29 24

退職給付引当金 3,131 3,569

役員退職慰労引当金 186 207

受入敷金保証金 910 763

固定負債合計 4,257 4,564

負債合計 60,883 53,589

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 13,349 17,479

利益剰余金合計 62,559 66,689

自己株式 △1 △1

株主資本合計 69,071 73,201

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △11 7

評価・換算差額等合計 △11 7

純資産合計 69,059 73,208

負債純資産合計 129,942 126,798
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  (2) 損益計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業収益

仲介事業収益 45,794 46,666

受託販売事業収益 4,117 3,698

賃貸事業収益 1,423 1,394

その他の事業収益 223 192

営業収益合計 51,559 51,951

営業原価

仲介原価 31,884 33,144

受託販売原価 3,318 2,913

賃貸原価 674 682

その他の事業原価 211 217

営業原価合計 36,088 36,957

売上総利益 15,470 14,994

販売費及び一般管理費

役員報酬 266 250

給料及び賞与 887 879

賞与引当金繰入額 37 34

退職給付費用 36 70

役員退職慰労引当金繰入額 24 20

福利厚生費 232 228

減価償却費 169 182

賃借料 323 331

支払手数料 309 304

広告宣伝費 233 251

貸倒引当金繰入額 6 －

その他 900 926

販売費及び一般管理費合計 3,427 3,482

営業利益 12,043 11,512

営業外収益

受取利息 81 71

有価証券利息 8 7

受取配当金 10 13

その他 26 60

営業外収益合計 127 153

営業外費用

支払利息 213 180

投資事業組合関係費用 － 27

その他 9 8

営業外費用合計 223 216

経常利益 11,947 11,448
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

特別損失

固定資産除却損 4 3

特別損失合計 4 3

税引前当期純利益 11,943 11,445

法人税、住民税及び事業税 4,881 4,937

法人税等調整額 415 △482

法人税等合計 5,297 4,455

当期純利益 6,646 6,990
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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23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25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)

131 0.4 190 0.6

人件費 18,616 58.4 19,680 59.4

諸経費 ※１ 13,135 41.2 13,273 40.0

合計 31,884 100.0 33,144 100.0

前事業年度 当事業年度

広告宣伝費 5,987百万円 広告宣伝費 6,041百万円

賃借料 3,086百万円 賃借料 3,054百万円

減価償却費 222百万円 減価償却費 200百万円

受託販売原価明細書

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25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)

35 1.0 9 0.3

人件費 2,717 79.1 2,360 76.8

諸経費 ※１ 684 19.9 701 22.9

合計 3,437 100.0 3,071 100.0

期首未成業務支出金 914 ― 1,032 ―

期末未成業務支出金 1,032 ― 1,190 ―

当期受託販売原価 3,318 ― 2,913 ―

前事業年度 当事業年度

広告宣伝費 5百万円 広告宣伝費 0百万円

賃借料 138百万円 賃借料 112百万円

減価償却費 11百万円 減価償却費 10百万円
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(注) ※１  直接原価の主なものは次のとおりです。 

 
※２  諸経費の主なものは次のとおりです。 

 
  

 
(注) ※１  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23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25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 ※１ 278 41.4 270 39.7

人件費 8 1.3 4 0.7

諸経費 ※２ 386 57.3 406 59.6

合計 674 100.0 682 100.0

前事業年度 当事業年度

賃借料 46百万円 賃借料 46百万円

減価償却費 231百万円 減価償却費 224百万円

前事業年度 当事業年度

租税公課 130百万円 租税公課 122百万円

その他の事業原価明細書

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25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 
(不動産販売原価)

― ― 98 45.2

人件費 184 87.2 88 40.8

諸経費 ※１ 27 12.8 30 14.0

合計 211 100.0 217 100.0

前事業年度 当事業年度

支払手数料 0百万円 支払手数料 30百万円
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 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

当期首残高 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

当期首残高 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

当期首残高 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

当期首残高 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

当期首残高 9,563 13,349

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 6,646 6,990

当期変動額合計 3,786 4,130

当期末残高 13,349 17,479

利益剰余金合計

当期首残高 58,773 62,559

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 6,646 6,990

当期変動額合計 3,786 4,130

当期末残高 62,559 66,689
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

自己株式

当期首残高 △1 △1

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △1 △1

株主資本合計

当期首残高 65,285 69,071

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 6,646 6,990

当期変動額合計 3,786 4,130

当期末残高 69,071 73,201

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △9 △11

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 18

当期変動額合計 △2 18

当期末残高 △11 7

評価・換算差額等合計

当期首残高 △9 △11

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 18

当期変動額合計 △2 18

当期末残高 △11 7

純資産合計

当期首残高 65,275 69,059

当期変動額

剰余金の配当 △2,859 △2,859

当期純利益 6,646 6,990

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 18

当期変動額合計 3,783 4,148

当期末残高 69,059 73,208
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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23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

前期比

首都圏 14,397 15,021 ＋4.3％

関西圏 11,260 11,989 ＋6.5％

その他 5,786 6,170 ＋6.6％

  合計 31,443 33,180 ＋5.5％

区分
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

前期比

首都圏 540,691 482,156 △10.8％

関西圏 237,057 250,626 ＋5.7％

その他 115,011 126,142 ＋9.7％

  合計 892,760 858,924 △3.8％

区分
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

前期比

首都圏 26,928 26,469 △1.7％

関西圏 12,553 13,275 ＋5.7％

その他 6,485 7,090 ＋9.3％

  合計 45,967 46,835 ＋1.9％
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