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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

(注）当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を２株に分割し、単元株式数を10株から100株に変更しております。これに伴い、前連結会計
年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しています。 

(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 ％

26年3月期第2四半期 29,401 11.6 6,188 30.2 6,196 30.0 3,775 30.7
25年3月期第2四半期 26,353 △0.2 4,754 △8.9 4,768 △8.4 2,888 △4.9

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 5,606百万円 （80.3％） 25年3月期第2四半期 3,110百万円 （10.6％）

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

26年3月期第2四半期 66.01 ―
25年3月期第2四半期 50.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 105,540 77,790 73.7
25年3月期 116,557 74,013 63.5
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  77,790百万円 25年3月期  74,013百万円

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  
 当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を２株に分割し、単元株式数を10株から100株に変更しております。なお、平成26年３月期の第２
四半期以前の配当金については当該株式分割が行われる前の金額を記載しています。 

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

25年3月期 ― 40.00 ― 60.00 100.00
26年3月期 ― 40.00
26年3月期（予想） ― 30.00 ―

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を２株に分割し、単元株式数を10株から100株に変更しております。これに伴い、平成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、当該株式分割を考慮した金額を記載しています。 

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 61,800 8.1 13,600 13.4 13,600 13.4 8,300 13.2 145.17



(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） 

(注）当社は、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を２株に分割し、単元株式数を10株から100株に変更しております。これに伴い、前連結
会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して発行済株式数（普通株式）を算定しています。 

※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
四半期連結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】５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説明」をご
覧ください。  

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 57,200,000 株 25年3月期 57,200,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 40,364 株 25年3月期 360 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 57,190,566 株 25年3月期2Q 57,199,640 株
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国内景気につきましては、円安・株高基調が継続し、個人消費の持ち直しや住宅投資が増加傾向にあ

るなど、緩やかに回復しつつあります。先行きについても、デフレ脱却に向けた政府の取り組みが加

速・強化され、景気回復が確かなものになることが期待される中、当第２四半期連結累計期間における

当社グループの営業収益は29,401百万円(前年同期比11.6％増)、営業利益は6,188百万円(同30.2％

増)、経常利益は6,196百万円(同30.0％増)、四半期純利益は3,775百万円(同30.7％増)と増収増益とな

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〕 

不動産流通業界における中古住宅等の取引は、景況感の改善と低金利により、首都圏マンションの成

約件数が前年同期対比で２桁増となり、平均価格についても９ヶ月連続で前年同月を上回るなど堅調に

推移いたしました。また、活発な土地取引を反映して、三大都市圏の地価が５年ぶりに上昇に転じるな

ど明るい兆しも見られました。 

 このような環境のもと、当社仲介業務におきましては、主力のリテール部門の全国取扱件数が17,373

件(前年同期比4.1％増)と、第２四半期としては過去 高を更新したことに加え、ホールセール部門に

おいても平均取扱価格が大きく上昇したことから、取扱高は480,364百万円(同13.0％増)、営業収益は

24,524百万円(同9.1％増)、営業利益は6,965百万円(同22.8％増)を計上いたしました。 

 なお、当期において、札幌市に「円山公園営業センタ―」を新規出店し、当第２四半期末現在の直営

ネットワークは、首都圏143店舗、関西圏72店舗、その他地方圏35店舗となり、直営売買仲介としては

初の250店舗体制を達成いたしました。 

  

(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説明

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 26,353 29,401 ＋3,048 ＋11.6％

営業利益 4,754 6,188 ＋1,434 ＋30.2％

経常利益 4,768 6,196 ＋1,428 ＋30.0％

四半期純利益 2,888 3,775 ＋886 ＋30.7％

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 16,682 17,373 ＋691 ＋4.1％

取扱高 425,010 480,364 ＋55,354 ＋13.0％

営業収益 22,477 24,524 ＋2,047 ＋9.1％

営業利益 5,670 6,965 ＋1,295 ＋22.8％
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〔受託販売業務〕 

新築マンション市場は、住宅ローン金利や販売価格の先高観に加え、消費税引き上げの影響もあり、

供給戸数・契約率ともに前年同期を上回るなど活況を呈しました。当社においても契約は順調に推移し

ておりますが、竣工・引渡が第４四半期(１～３月)に集中している為、取扱件数は870件(前年同期比

21.3％減)、取扱高は34,700百万円(同29.9％減)、営業収益は1,087百万円(同25.0％減)と減収となりま

した。しかしながら、効率的な人員配置等により、営業利益は300百万円(同4.6％減)と微減に留まりま

した。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔賃貸業務〕 

東京都心部のオフィスビル市場においては、既存ビルの空室率が足下では改善を示しているものの、

平均賃料については緩やかな下落が続く中、営業収益は986百万円(前年同期比5.5％増)、営業利益は

478百万円(同7.9％増)を計上いたしました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔不動産販売業務〕 

景況感の改善により、希少性の高いエリアでの優良宅地販売が進んだ為、営業収益は2,799百万円(前

年同期比90.0％増)、営業利益は136百万円(同195百万円増)を計上いたしました。 

  

(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251百万円(前年同期比2.0％減)、営業

利益は105百万円(同14.0％増)を計上いたしました。 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 1,105 870 △235 △21.3％

取扱高 49,505 34,700 △14,805 △29.9％

営業収益 1,448 1,087 △361 △25.0％

営業利益 314 300 △14 △4.6％

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 934 986 ＋51 ＋5.5％

営業利益 443 478 ＋35 ＋7.9％

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年９月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 1,473 2,799 ＋1,326 ＋90.0％

営業利益(△損失) △59 136 ＋195 －
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当第２四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11,017百万円減少し、

105,540百万円となりました。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14,794百万円減少し、27,750百万円となりました。これは主

に、預り金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、利益剰余金の増加により前連結会計年度末に比べて3,777百万円増加し、77,790百万円

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10.2ポイント上昇し、73.7％となりまし

た。 

  

(単位：百万円) 

 
  

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の37,085百

万円から12,801百万円減少(34.5％減)し、24,283百万円となりました。 

  

〔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、税金等調整前四半期純利益6,193百万円を計上しました

が、預り金の減少額14,810百万円、法人税等の支払額2,992百万円等により、11,758百万円の支出(前

年同期は6,758百万円の支出)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、3,052百万円の収入(前年同期は1,749百万円の収入)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、有形固定資産の取得による支出等により、710百万円の支

出(前年同期は697百万円の支出)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、1,846百万円の支出(前年同期は

2,031百万円の支出)となりました。 

  

 (2) 連結財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

前連結会計年度末
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間末
(平成25年９月30日)

前期比

増減 増減率

総資産 116,557 105,540 △11,017 △9.5％

負債 42,544 27,750 △14,794 △34.8％

純資産 74,013 77,790 ＋3,777 ＋5.1％

自己資本比率(％) 63.5 73.7 ＋10.2 －

②キャッシュ・フローの状況
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平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月13日の発表から変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

 (3) 連結業績予想に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 37,085 24,283

営業未収入金 718 446

販売用不動産 2,850 3,160

仕掛販売用不動産 375 －

未成業務支出金 1,190 2,309

その他 4,220 4,395

貸倒引当金 △9 △6

流動資産合計 46,430 34,589

固定資産   

有形固定資産   

建物 20,873 21,395

減価償却累計額 △11,686 △11,894

建物（純額） 9,186 9,500

土地 46,941 47,046

その他 1,861 1,819

減価償却累計額 △1,580 △1,558

その他（純額） 280 260

有形固定資産合計 56,408 56,808

無形固定資産 515 465

投資その他の資産   

破産更生債権等 10,718 10,661

その他 7,702 8,229

貸倒引当金 △5,218 △5,215

投資その他の資産合計 13,203 13,676

固定資産合計 70,126 70,950

資産合計 116,557 105,540
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 115 107

短期借入金 7,400 7,400

未払法人税等 3,082 2,977

賞与引当金 2,039 2,223

預り金 22,703 7,892

その他 2,514 2,551

流動負債合計 37,854 23,153

固定負債   

退職給付引当金 3,569 3,653

役員退職慰労引当金 207 171

その他 913 771

固定負債合計 4,689 4,596

負債合計 42,544 27,750

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 74,533 76,592

自己株式 △1 △114

株主資本合計 81,045 82,991

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7 36

繰延ヘッジ損益 91 34

為替換算調整勘定 △7,130 △5,272

その他の包括利益累計額合計 △7,032 △5,201

純資産合計 74,013 77,790

負債純資産合計 116,557 105,540
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業収益 26,353 29,401

営業原価 19,462 20,944

売上総利益 6,891 8,456

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 580 582

賞与引当金繰入額 58 69

退職給付費用 39 25

役員退職慰労引当金繰入額 10 15

その他 1,448 1,575

販売費及び一般管理費合計 2,137 2,268

営業利益 4,754 6,188

営業外収益   

受取利息 19 19

為替差益 23 13

貸倒引当金戻入額 11 5

その他 18 15

営業外収益合計 73 54

営業外費用   

支払利息 51 30

その他 7 15

営業外費用合計 59 46

経常利益 4,768 6,196

特別損失   

固定資産除却損 1 3

特別損失合計 1 3

税金等調整前四半期純利益 4,766 6,193

法人税、住民税及び事業税 2,315 2,885

法人税等調整額 △437 △467

法人税等合計 1,877 2,417

四半期純利益 2,888 3,775
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

四半期純利益 2,888 3,775

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 29

繰延ヘッジ損益 4 △56

為替換算調整勘定 219 1,858

その他の包括利益合計 221 1,830

四半期包括利益 3,110 5,606

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,110 5,606
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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24年４月１日
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９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 4,766 6,193

減価償却費 360 345

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 △6

賞与引当金の増減額（△は減少） 84 184

退職給付引当金の増減額（△は減少） 226 84

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10 △35

受取利息及び受取配当金 △27 △26

為替差損益（△は益） △23 △13

支払利息 51 30

固定資産除却損 1 3

売上債権の増減額（△は増加） 200 272

たな卸資産の増減額（△は増加） △495 △1,053

仕入債務の増減額（△は減少） △58 △8

預り金の増減額（△は減少） △8,507 △14,810

破産更生債権等の増減額（△は増加） 77 56

その他 △323 △10

小計 △3,667 △8,796

利息及び配当金の受取額 23 26

利息の支払額 △49 △30

法人税等の還付額 － 33

法人税等の支払額 △3,065 △2,992

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,758 △11,758

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 △74 △566

無形固定資産の取得による支出 △30 △37

その他 △592 △106

投資活動によるキャッシュ・フロー △697 △710

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） △300 －

自己株式の取得による支出 － △112

配当金の支払額 △1,715 △1,718

その他 △15 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,031 △1,846

現金及び現金同等物に係る換算差額 204 1,513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,283 △12,801

現金及び現金同等物の期首残高 40,368 37,085

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,085 24,283

― 10 ―

住友不動産販売㈱（8870） 平成26年３月期 第２四半期決算短信



 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

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．セグメント利益又は損失の調整額△1,707百万円には、セグメント間取引消去△236百万円及び各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△1,470百万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．セグメント利益又は損失は、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。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日) 

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△1,797百万円には、セグメント間取引消去△247百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△1,550百万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。 

 (4)  継続企業の前提に関する注記

 (5)  セグメント情報等

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 22,451 1,358 815 1,473 26,098 255 26,353 ― 26,353

セグメント間の内部営業
収益又は振替高

26 90 118 ― 235 1 236 △236 ―

計 22,477 1,448 934 1,473 26,333 256 26,590 △236 26,353

セグメント利益 
又は損失(△)

5,670 314 443 △59 6,369 92 6,461 △1,707 4,754

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 24,493 997 860 2,799 29,151 250 29,401 ― 29,401

セグメント間の内部営業
収益又は振替高

30 90 125 ― 246 0 247 △247 ―

計 24,524 1,087 986 2,799 29,397 251 29,648 △247 29,401

セグメント利益 6,965 300 478 136 7,880 105 7,986 △1,797 6,188
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 該当事項はありません。 

  

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。 

  

 (6)  株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

仲介業務の概要

区分
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

前年同期比

首都圏 7,675 7,707 ＋0.4％

関西圏 5,938 6,405 ＋7.9％

その他 3,069 3,261 ＋6.3％

  合計 16,682 17,373 ＋4.1％

区分
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

前年同期比

首都圏 243,114 274,595 ＋12.9％

関西圏 121,285 135,604 ＋11.8％

その他 60,610 70,165 ＋15.8％

  合計 425,010 480,364 ＋13.0％

区分
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

前年同期比

首都圏 12,828 13,783 ＋7.4％

関西圏 6,279 6,898 ＋9.8％

その他 3,368 3,843 ＋14.1％

  合計 22,477 24,524 ＋9.1％
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