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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次

第78期

第１四半期

連結累計期間

第79期

第１四半期

連結累計期間

第78期

会計期間
自　平成23年１月１日

至　平成23年３月31日

自　平成24年１月１日

至　平成24年３月31日

自　平成23年１月１日

至　平成23年12月31日

営業収益 （千円） 6,504,476 4,926,908 24,426,515

経常利益 （千円） 809,502 136,434 1,890,167

四半期（当期）純利益 （千円） 672,318 65,100 1,321,749

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 663,292 140,824 1,287,166

純資産額 （千円） 11,358,493 11,794,484 11,818,013

総資産額 （千円） 52,747,092 50,584,350 50,055,380

１株当たり
四半期（当期）純利益

（円） 16.36 1.58 32.17

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 21.5 23.3 23.6

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３　第78期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　

２ 【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業

の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第１四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連

結子会社）が判断したものであります。

(1)　経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況

にあるものの、生産や企業の設備投資の増加が見られるなど緩やかに持ち直しております。

当不動産流通業界におきましては、中古マンション、中古戸建住宅の成約件数がともに前年同期を上回

るなど回復の兆しが見られる一方、都心部のオフィスビルでは空室率の高止まりと賃料の弱含みが続く

など、予断を許さない状況となっております。

このような状況において当社グループは、仲介事業において手数料収入が増加したものの、アセットソ

リューション事業において販売用不動産の売却が減少したこと及び、販売受託事業において引渡戸数の

減少に伴い手数料収入が減少したことにより、当第１四半期連結累計期間における営業収益は49億２千

６百万円（前年同期比24.3％減）、営業利益は２億５千２百万円（前年同期比71.8％減）、経常利益は１

億３千６百万円（前年同期比83.1％減）、四半期純利益は６千５百万円（前年同期比90.3％減）となり

ました。
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各セグメントの業績は次のとおりであります。

　

(仲介事業)

仲介事業におきましては、法人仲介、個人仲介ともに手数料収入が増加いたしました。

この結果、営業収益は６億８千８百万円（前年同期比15.5％増）、営業利益は２千８百万円（前年

同期は営業損失３千８百万円）となりました。

　

(アセットソリューション事業)

販売用不動産の売却が減少いたしました。

この結果、営業収益は８億１千２百万円（前年同期比57.5％減）、営業利益は１億９千１百万円

（前年同期比56.9％減）となりました。

　

(販売受託事業)

引渡戸数の減少により、手数料収入が減少いたしました。

この結果、営業収益は４億６千９百万円（前年同期比58.2％減）、営業損失は１億２千１百万円

（前年同期は営業利益３億３千７百万円）となりました。

なお、当第１四半期連結累計期間において、「オーシャンレジデンス辻堂海浜公園」（神奈川県藤

沢市）、「Brilliaレジデンス六甲アイランド」（神戸市東灘区）等の引渡しを行いました。

　

(賃貸事業)

管理戸数が増加したこと等により、営業収益は29億５千６百万円（前年同期比2.9％増）となった

ものの、管理体制強化に伴う人員増強コストの増加等により、営業利益は４億１千８百万円（前年同

期比12.4％減）となりました。
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(2)　財政状態の分析

(資産)

当第１四半期連結会計期間末における総資産は505億８千４百万円（前連結会計年度末比1.1％

増）となりました。これは主として、販売用不動産が９億７千８百万円増加したことによるものであ

ります。

　

(負債)

当第１四半期連結会計期間末における負債は387億８千９百万円（前連結会計年度末比1.4％増）

となりました。これは主として、預り金が11億９百万円増加したことによるものであります。

　

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産は117億９千４百万円（前連結会計年度末比0.2％

減）となりました。これは主として、四半期純利益を６千５百万円計上した一方、剰余金の配当により

１億６千４百万円減少したことによるものであります。

　

(自己資本比率)

当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は23.3％（前連結会計年度末比0.3ポイント

減）となりました。

　

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じ

た課題はありません。

　

(4)　研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①　【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

　

②　【発行済株式】

　

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成24年３月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成24年５月11日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 41,088,508 41,088,508
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は
100株であります。

計 41,088,508 41,088,508－ －

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

 

(千円)

資本金残高

 

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成24年１月１日～

平成24年３月31日
－ 41,088,508 － 3,108,506 － 2,553,050

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成23年12月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

①　【発行済株式】

平成23年12月31日現在

区分 株式数(株)
議決権の数
(個)

内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－ －
　普通株式 100

完全議決権株式（その他） 普通株式 41,084,500410,845
権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式

単元未満株式 普通株式 3,908 － 同上

発行済株式総数 　 41,088,508 － －

総株主の議決権 　 － 410,845 －

　

②　【自己株式等】

平成23年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式） 東京都新宿区西新宿一丁目 　 　 　 　

東京建物不動産販売㈱ 25番１号 100 － 100 0.0

計 － 100 － 100 0.0

　
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

　

役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役 賃貸営業本部長 常務取締役
賃貸営業本部長

兼ＲＭ営業部長
平野　慎一 平成24年３月29日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。）に基づいて作成しております。

　

２. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年１月１

日から平成24年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年３月31日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,356,961 3,144,036

営業未収入金 639,724 607,945

販売用不動産 19,393,531 20,371,821

未成業務支出金 978,439 1,244,490

株主に対する短期貸付金 598,821 564,061

その他 1,715,422 2,220,559

貸倒引当金 △16,867 △22,860

流動資産合計 27,666,033 28,130,055

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 8,233,614 8,227,989

土地 7,555,839 7,569,600

その他（純額） 102,457 94,954

有形固定資産合計 15,891,911 15,892,544

無形固定資産 264,540 252,068

投資その他の資産

投資有価証券 3,791,077 3,916,724

敷金及び保証金 1,773,911 1,774,585

その他 667,906 618,373

投資その他の資産合計 6,232,895 6,309,683

固定資産合計 22,389,347 22,454,295

資産合計 50,055,380 50,584,350
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 566,009 630,974

短期借入金 11,356,000 4,224,000

未払法人税等 126,873 298,511

賞与引当金 85,239 340,958

役員賞与引当金 63,850 15,551

前受金 955,421 1,093,170

受託預り金 3,527,933 2,626,041

預り金 1,708,336 2,817,552

その他 1,004,616 928,483

流動負債合計 19,394,281 12,975,243

固定負債

社債 － 900,000

長期借入金 12,145,500 18,299,500

退職給付引当金 1,487,817 1,498,889

役員退職慰労引当金 109,360 98,968

長期預り敷金保証金 5,100,407 5,017,265

固定負債合計 18,843,084 25,814,623

負債合計 38,237,366 38,789,866

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 2,306,991 2,207,738

自己株式 △60 △60

株主資本合計 11,830,493 11,731,240

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △12,479 63,244

その他の包括利益累計額合計 △12,479 63,244

純資産合計 11,818,013 11,794,484

負債純資産合計 50,055,380 50,584,350
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年３月31日)

営業収益 6,504,476 4,926,908

営業原価 5,153,074 4,269,268

営業総利益 1,351,402 657,639

販売費及び一般管理費 454,661 405,066

営業利益 896,740 252,573

営業外収益

受取利息 4,484 1,682

受取配当金 4,191 15,771

その他 7,209 7,861

営業外収益合計 15,885 25,314

営業外費用

支払利息 103,121 90,275

支払手数料 － 35,097

その他 2 16,080

営業外費用合計 103,124 141,454

経常利益 809,502 136,434

特別利益

投資有価証券売却益 － 35,431

貸倒引当金戻入額 6 －

特別利益合計 6 35,431

特別損失

固定資産除却損 2,213 －

減損損失 1,298 －

災害による損失 70,460 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,402 －

特別損失合計 99,374 －

税金等調整前四半期純利益 710,135 171,865

法人税、住民税及び事業税 51,998 378,507

法人税等調整額 △14,182 △271,742

法人税等合計 37,816 106,765

少数株主損益調整前四半期純利益 672,318 65,100

四半期純利益 672,318 65,100
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 672,318 65,100

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,025 75,723

その他の包括利益合計 △9,025 75,723

四半期包括利益 663,292 140,824

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 663,292 140,824

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【追加情報】

　

当第１四半期連結累計期間

(自　平成24年１月１日　至　平成24年３月31日)

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用）

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。
　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

前連結会計年度

(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成24年３月31日)

　１　偶発債務 　１　偶発債務

(1)　保証債務 4,200,729千円

(注) 抵当権設定登記完了までの販売受託物件購入
者の住宅ローン及び仲介物件購入者の住宅
ローンに対するものであります。

(1)　保証債務 6,286,978千円

(注) 抵当権設定登記完了までの販売受託物件購入
者の住宅ローン及び仲介物件購入者の住宅
ローンに対するものであります。

(2)　売買予約 3,025,500千円

(注) 出資先の不動産等に対するものであります。

(2)　売買予約 3,025,500千円

(注) 出資先の不動産等に対するものであります。
　２　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行７行と当座貸越契約を締結しており
ます。
また、当社グループは東京建物株式会社が導入し
ているＣＭＳ（貸出コミットメント）に参加し
ております。
これらに基づく当連結会計年度末における当座
貸越契約及び貸出コミットメントにかかる借入
金未実行残高等は以下のとおりであります。

 
　当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額

31,500,000千円

　貸出実行残高 －千円

　差引額 31,500,000千円

　２　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた
め取引銀行７行と当座貸越契約を締結しており
ます。
また、当社グループは東京建物株式会社が導入し
ているＣＭＳ（貸出コミットメント）に参加し
ております。
これらに基づく当第１四半期連結会計期間末に
おける当座貸越契約及び貸出コミットメントに
かかる借入金未実行残高等は以下のとおりであ
ります。

　当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額

31,500,000千円

　貸出実行残高 700,000千円

　差引額 30,800,000千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結

累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年３月31日)

　　減価償却費 96,634千円 108,144千円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日）

１. 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年３月29日
定時株主総会

普通株式 328,707 ８ 平成22年12月31日 平成23年３月30日  利益剰余金

　

２. 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

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24年１月１日  至  平成24年３月31日）

１. 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月28日
定時株主総会

普通株式 164,353 ４ 平成23年12月31日 平成24年３月29日  利益剰余金

　

２. 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年３月31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

　

　
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)

調整額
(千円)
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(千円)
(注)２

営業収益 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への営業
収益

596,2971,913,6551,122,2022,872,3206,504,476 － 6,504,476

  セグメント間の内
部営業収益又は振
替高

46,143 － 5,721 13,35565,220△65,220 －

計 642,4411,913,6551,127,9232,885,6766,569,697△65,2206,504,476

セグメント利益
又は損失（△）

△38,979443,718337,135478,0111,219,886△323,145896,740

(注) １　セグメント利益又は損失（△）の調整額△323,145千円は、各報告セグメントに配分し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であります。

２　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１四半期連結累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年３月31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

　

　
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)

調整額
(千円)
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(千円)
(注)２

営業収益 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への営業
収益

688,586812,935469,1942,956,1924,926,908 － 4,926,908

  セグメント間の内
部営業収益又は振
替高

58,786 － 1,666 11,11071,563△71,563 －

計 747,372812,935470,8612,967,3024,998,472△71,5634,926,908

セグメント利益
又は損失（△）

28,692191,048△121,285418,535516,991△264,417252,573

(注) １　セグメント利益又は損失（△）の調整額△264,417千円は、各報告セグメントに配分し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であります。

２　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。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日
  至  平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
  至  平成24年３月31日)

 １株当たり四半期純利益金額
　

16円36銭 １円58銭

(算定上の基礎)
　

　 　

四半期純利益金額 (千円) 672,318 65,100

普通株主に帰属しない金額 (千円) － －

普通株式に係る四半期純利益金額 (千円) 672,318 65,100

普通株式の期中平均株式数 (株) 41,088,387 41,088,387

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半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。

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

　
２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成24年５月11日

東京建物不動産販売株式会社

取　締　役　会　　御中

　

新日本有限責任監査法人

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    多田　　修

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    神山　宗武

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    善方　正義

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東京建

物不動産販売株式会社の平成24年１月１日から平成24年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計

期間（平成24年１月１日から平成24年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年１月１日から

平成24年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四

半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ

とが含まれる。

　
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸

表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施

される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において

一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手

続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東京建物不動産販売株式会社及び連結子会社

の平成24年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に

表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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