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（百万円未満切捨て） 

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22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 ％

22年12月期第２四半期 13,149 29.2 1,780 － 1,543 － 1,081 －
21年12月期第２四半期 10,179 － △1,706 － △2,092 － △3,810 －
 

 
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

22年12月期第２四半期 26.31 －
21年12月期第２四半期 △160.40 －
 
(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

22年12月期第２四半期 55,614 10,769 19.4 262.10
21年12月期 62,698 9,897 15.8 240.89
（参考）自己資本  22年12月期第２四半期 10,769百万円 21年12月期 9,897百万円 

 
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 合  計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

21年12月期 － 0.00 － 5.00 5.00 
22年12月期 － 0.00  
22年12月期(予想)  － 5.00 5.00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（％表示は、通期は対前期） 

 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 27,000 36.5 2,400 － 1,900 － 1,200 － 29.21
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



４．その他 （詳細は、【添付資料】P.４「２．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       ） 
（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。 

  
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：無 

（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。 

  
(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 ：無 
② ①以外の変更 ：無 
（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。 

  
(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) 22年12月期２Ｑ 41,088,508株 21年12月期 41,088,508株
② 期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 121株 21年12月期 100株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 22年12月期２Ｑ 41,088,406株 21年12月期２Ｑ 23,756,408株

 
 
※ 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 
・本資料に掲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および合
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。業績予想に関する事項は、四半期決算短信【添付資料】P.４「（３）連結業績予想に
関する定性的情報」をご覧ください。 
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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 

  （全社） 

 前第２四半期 
連結累計期間 

当第２四半期 
連結累計期間 

前年同期比 
増減 

百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益 10,179 13,149 2,970 （29.2） 

営業利益又は営業損失（△） △1,706 1,780 3,487 （－） 

経常利益又は経常損失（△） △2,092 1,543 3,635 （－） 

四半期純利益又は 
四半期純損失（△） 

△3,810 1,081 4,891 （－） 

 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費の持ち直しや企業収益の改善が続き、

自律的回復への基盤が整いつつあるものの、依然として高い失業率や欧州を中心とした海外景気の下

振れ懸念等、予断を許さない状況にあります。 

こうした中で、当不動産流通業界におきましては、J-REITやデベロッパーによる物件取得や、低金

利の継続を背景に新築マンションの契約率が上昇していること等、明るい兆しが見えつつあります。

一方で、首都圏の中古マンションの成約件数が減少傾向にある等、本格的な市況の回復にはまだ時間

を要するものと思われます。 

このような状況において当社グループは、販売受託事業においては大型物件の竣工が減少したこと

により引渡し戸数と手数料収入が大幅に減少したものの、仲介事業において投資用不動産等の大型取

引が成立し手数料収入が増加したことに加え、前連結会計年度末に連結子会社化した株式会社東京建

物アメニティサポートの収益が寄与した結果、当第２四半期連結累計期間における営業収益は131億４

千９百万円（前年同期比29.2％増）となりました。一方、アセットソリューション事業において、出

資しているSPCが保有する不動産の売却に伴う配当を計上したほか、たな卸資産評価損の計上が減少し

たこと等により、営業利益は17億８千万円（前年同期は営業損失17億６百万円）、経常利益は15億４

千３百万円（前年同期は経常損失20億９千２百万円）、四半期純利益は10億８千１百万円（前年同期

は四半期純損失38億１千万円）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

（仲介事業） 

 前第２四半期 
連結累計期間 

当第２四半期 
連結累計期間 

前年同期比 
増減 

百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益 851 1,738 887 （104.1） 

営業利益又は営業損失（△） △358 389 748 （－） 

仲介事業におきましては、営業収益は17億３千８百万円（前年同期比104.1％増）、営業利益は３億

８千９百万円（前年同期は営業損失３億５千８百万円）となりました。これは、法人仲介において、

事業法人やJ-REITによる投資用不動産等の大型案件の取引が成立し、手数料収入が増加したことによ

るものであります。 
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（アセットソリューション事業） 

 前第２四半期 
連結累計期間 

当第２四半期 
連結累計期間 

前年同期比 
増減 

百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益 4,997 4,873 △124 （△2.5） 

営業利益又は営業損失（△） △1,645 1,171 2,816 （－） 

アセットソリューション事業におきましては、営業収益は48億７千３百万円（前年同期比2.5％減）、

営業利益は11億７千１百万円（前年同期は営業損失16億４千５百万円）となりました。これは、資産

の圧縮を確実に進めるため、販売用不動産の売却を強化し、「ガレリア ヴェール」、「木場プロジェ

クト」等の販売を行ったことや、出資しているSPCが保有する不動産の売却に伴う配当があったほか、

たな卸資産評価損の計上が減少したこと等によるものであります。 

 

（販売受託事業） 

 前第２四半期 
連結累計期間 

当第２四半期 
連結累計期間 

前年同期比 
増減 

百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益 2,824 884 △1,939 （△68.7） 

営業利益又は営業損失（△） 554 △107 △661 （－） 

販売受託事業におきましては、営業収益は８億８千４百万円（前年同期比68.7％減）、営業損失は

１億７百万円（前年同期は営業利益５億５千４百万円）となりました。これは、首都圏を中心として

引渡し戸数が減少し、手数料収入が減少したことによるものであります。なお、当第２四半期連結累

計期間において、「Brillia Tower 所沢ロジュマン」（埼玉県所沢市）、「Brillia巣鴨 北山手賓

館」（東京都豊島区）等の引渡しを行いました。 

 

（賃貸事業） 

 前第２四半期 
連結累計期間 

当第２四半期 
連結累計期間 

前年同期比 
増減 

百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益 1,505 5,652 4,147 （275.4） 

営業利益 284 1,212 928 （326.0） 

賃貸事業におきましては、営業収益は56億５千２百万円（前年同期比275.4％増）、営業利益は12億

１千２百万円（前年同期比326.0％増）となりました。これは、前連結会計年度末に連結子会社化した

株式会社東京建物アメニティサポートの管理事業・清掃事業等の収益が寄与したほか、前連結会計年

度末に販売用不動産の一部を固定資産に振り替え、賃料収入が増加したことによるものであります。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は556億１千４百万円（前連結会計年度末比11.3％減）

となりました。これは主として、関係会社貸付金40億３千８百万円を回収したこと及び販売用不動産

が売却等により25億９千９百万円減少したことによるものであります。 

 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は448億４千５百万円（前連結会計年度末比15.1％減）と

なりました。これは主として、借入金が74億３千７百万円減少したことによるものであります。 

 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は107億６千９百万円（前連結会計年度末比8.8％増）

となりました。これは主として、剰余金の配当により２億５百万円減少した一方、四半期純利益を10

億８千１百万円計上したことにより増加したことによるものであります。 

 

（自己資本比率） 

当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は19.4％（前連結会計年度末比3.6ポイント増）

となりました。 

 

（１株当たり純資産額） 

当第２四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は262円10銭（前連結会計年度末比21円21

銭の増加）となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループの連結財政状態及び連結経営成績等は、主として、アセットソリューション事業にお

ける販売用不動産等の売却時期、ファンドからの配当受領時期及び販売受託事業における物件の引渡

時期等により変動する可能性があります。 

なお、業績予想につきましては、平成22年６月30日に発表した連結業績予想を変更しておりません。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 

 

東京建物不動産販売㈱　（3225）　平成22年12月期　第２四半期決算短信

－4－



3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,669,141 3,163,133

営業未収入金 611,659 571,146

販売用不動産 25,481,995 28,081,019

未成業務支出金 971,063 633,937

株主に対する短期貸付金 1,742,901 2,856,237

その他 1,691,356 5,989,374

貸倒引当金 △12,821 △15,861

流動資産合計 35,155,296 41,278,988

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 7,370,928 7,507,018

土地 7,317,955 7,317,955

その他（純額） 88,143 83,556

有形固定資産合計 14,777,027 14,908,530

無形固定資産 173,975 145,332

投資その他の資産   

投資有価証券 3,247,094 3,872,779

敷金及び保証金 1,618,515 1,691,235

その他 650,525 810,311

貸倒引当金 △7,746 △8,456

投資その他の資産合計 5,508,389 6,365,869

固定資産合計 20,459,392 21,419,733

資産合計 55,614,689 62,698,721
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 604,503 608,459

短期借入金 15,963,633 17,740,000

未払法人税等 262,025 233,494

賞与引当金 76,161 69,998

役員賞与引当金 31,927 12,700

前受金 1,140,960 609,077

受託預り金 3,405,024 4,690,329

預り金 1,663,345 1,538,183

その他 833,086 687,089

流動負債合計 23,980,667 26,189,331

固定負債   

社債 200,000 200,000

長期借入金 14,202,000 19,863,133

退職給付引当金 1,319,074 1,257,374

役員退職慰労引当金 123,005 108,071

長期預り敷金保証金 5,015,306 5,177,799

その他 5,248 5,223

固定負債合計 20,864,635 26,611,602

負債合計 44,845,302 52,800,933

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,108,506 3,108,506

資本剰余金 6,415,055 6,415,055

利益剰余金 1,248,798 373,192

自己株式 △60 △53

株主資本合計 10,772,300 9,896,700

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,913 1,087

評価・換算差額等合計 △2,913 1,087

純資産合計 10,769,386 9,897,787

負債純資産合計 55,614,689 62,698,721
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

営業収益 10,179,114 13,149,881

営業原価 11,351,618 10,486,786

営業総利益又は営業総損失（△） △1,172,504 2,663,095

販売費及び一般管理費 534,074 882,582

営業利益又は営業損失（△） △1,706,578 1,780,512

営業外収益   

受取利息 18,002 30,711

消費税等簡易課税差額 7,464 －

その他 10,472 12,308

営業外収益合計 35,939 43,020

営業外費用   

支払利息 306,361 278,902

支払手数料 110,203 －

その他 5,400 1,290

営業外費用合計 421,965 280,193

経常利益又は経常損失（△） △2,092,604 1,543,339

特別利益   

投資有価証券売却益 29,141 －

貸倒引当金戻入額 － 2,182

特別利益合計 29,141 2,182

特別損失   

固定資産除却損 － 53,299

減損損失 95,590 37,098

たな卸資産評価損 1,294,269 －

その他 36,661 －

特別損失合計 1,426,520 90,398

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△3,489,983 1,455,123

法人税、住民税及び事業税 25,217 257,438

法人税等調整額 295,306 116,636

法人税等合計 320,523 374,075

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,810,507 1,081,048
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報 

［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21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 

 
仲介事業 

(千円) 

アセットソ
リューショ
ン事業 

(千円) 

販売受託
事業 

(千円) 

賃貸事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

営業収益   

(1)外部顧客に 
対する営業収益 

851,928 4,997,568 2,824,012 1,505,604 10,179,114 － 10,179,114

(2)セグメント間の 
内部営業収益 
又は振替高 

140,854 － 22,500 17,248 180,602 (180,602) －

計 992,782 4,997,568 2,846,512 1,522,852 10,359,717 (180,602) 10,179,114

営業利益又は 
営業損失（△） 

△358,485 △1,645,347 554,434 284,735 △1,164,662 (541,916) △1,706,578

 

 

当第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） 
 

 
仲介事業 

(千円) 

アセットソ
リューショ
ン事業 

(千円) 

販売受託
事業 

(千円) 

賃貸事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

営業収益   

(1)外部顧客に 
対する営業収益 

1,738,935 4,873,549 884,666 5,652,730 13,149,881 － 13,149,881

(2)セグメント間の 
内部営業収益 
又は振替高 

88,239 － 3,107 26,053 117,400 (117,400) －

計 1,827,174 4,873,549 887,774 5,678,784 13,267,282 (117,400) 13,149,881

営業利益又は 
営業損失（△） 

389,918 1,171,371 △107,390 1,212,969 2,666,868 (886,355) 1,780,512

(注) １ 事業区分は、役務提供の形態別区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 仲介事業           ：不動産の仲介及びそれに付帯する業務 

(2) アセットソリューション事業  ：不動産の再販及びそれに付帯する業務 

(3) 販売受託事業         ：不動産の販売受託及びそれに付帯する業務 

(4) 賃貸事業           ：不動産の賃貸・賃貸管理及びそれに付帯する業務 

３ 会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失はアセットソリュ

ーション事業において2,433,685千円増加しております。 
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［所在地別セグメント情報］ 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）及び当第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） 

 連結会社が本邦以外の国又は地域に存在しないため、記載しておりません。 

 

 

［海外売上高］ 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）及び当第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） 

 連結会社が本邦以外の国又は地域における売上を有しないため、記載しておりません。 

 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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４．補足情報 

(1)営業の状況 

販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

① 仲介事業 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日) 

当第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) 区分 

件数 
（件） 

取扱高 
（千円） 

営業収益 
（千円） 

件数 
（件）

取扱高 
（千円） 

営業収益 
（千円） 

前年同期比
（％） 

首都圏 336 14,621,330 560,096 336 43,031,105 1,376,560 145.8

その他 60 2,581,777 108,069 52 6,834,234 185,772 71.9

 売買仲介計 396 17,203,108 668,166 388 49,865,340 1,562,333 133.8

賃貸仲介計 31 － 38,944 28 － 15,678 △59.7

仲介手数料計 427 － 707,110 416 － 1,578,012 123.2

その他 － － 144,818 － － 160,922 11.1

合計 － － 851,928 － － 1,738,935 104.1

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

② アセットソリューション事業 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日) 

当第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) 区分 

営業収益(千円) 営業収益(千円) 

前年同期比
(％) 

販売用不動産売上高 3,077,691 2,938,485 △4.5

その他 1,919,876 1,935,063 0.8

合計 4,997,568 4,873,549 △2.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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 ③ 販売受託事業 
 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第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) 区分 

戸数 
（戸） 

取扱高 
（千円） 

営業収益 
（千円） 

戸数 
（戸） 

取扱高 
（千円） 

営業収益 
（千円） 

前年同期比
（％） 

 首都圏 1,498 73,183,063 2,302,117 347 17,908,138 570,638 △75.2

 その他 398 12,929,178 394,209 269 8,329,034 262,133 △33.5

仲介手数料計 1,896 86,112,242 2,696,326 616 26,237,172 832,772 △69.1

その他 － － 127,686 － － 51,894 △59.4

合計 － － 2,824,012 － － 884,666 △68.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 ④ 賃貸事業 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日) 

当第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) 区分 

管理戸数(戸)または 
管理面積(㎡) 

営業収益 
(千円) 

管理戸数(戸)または 
管理面積(㎡) 

営業収益 
(千円) 

前年同期比
(％) 

住宅 12,367戸 住宅 43,761戸 
管理 

オフィス等 96,456㎡
661,720

オフィス等 92,504㎡ 
3,171,639 379.3

住宅 784戸 住宅 875戸 
賃貸 

オフィス等 3,166㎡
689,255

オフィス等 19,434㎡ 
1,332,984 93.4

清掃  － － オフィス等 689,079㎡ 892,899 －

その他 － 154,628 － 255,207 65.0

合計 － 1,505,604 － 5,652,730 275.4

(注) １ 管理戸数または管理面積は、期末時点の戸数または面積を記載しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 前連結会計年度末に株式会社東京建物アメニティサポートを子会社化したことにより、従来の「代行」

「転貸」「その他」の区分を「管理」「賃貸」「清掃」「その他」に変更しております。なお、「代

行」の販売実績は「管理」に、「転貸」の販売実績は「賃貸」に含まれております。 
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