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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】

連結経営指標等

　

回次

第76期

第１四半期連結

累計(会計)期間

第77期

第１四半期連結

累計(会計)期間

第76期

会計期間
自　平成21年１月１日

至　平成21年３月31日

自　平成22年１月１日

至　平成22年３月31日

自　平成21年１月１日

至　平成21年12月31日

営業収益 （千円） 5,561,126 7,385,102 19,785,798

経常利益又は経常損失（△） （千円） 270,878 1,272,267 △3,162,606

四半期純利益又は
四半期（当期）純損失（△）

（千円） △1,196,066 1,022,353 △5,742,161

純資産額 （千円） 10,581,743 10,716,963 9,897,787

総資産額 （千円） 71,535,155 58,101,923 62,698,721

１株当たり純資産額 （円） 445.43 260.83 240.89

１株当たり四半期純利益又は
四半期（当期）純損失（△）

（円） △50.35 24.88 △241.23

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 （％） 14.8 18.4 15.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 6,587,807 2,560,717 3,221,238

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △4,250,239 3,541,047 △3,326,556

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △1,441,760 △5,777,300 △355,509

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（千円） 4,037,515 3,487,598 3,163,133

従業員数 （名） 520 906 916

(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76期第１四半期連結累計（会計）期間及び第76期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益に

ついては、１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。ま

た、第77期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半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。
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２ 【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、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。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　
　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

平成22年３月31日現在

従業員数(名) 906 （411）

(注) １　従業員数は就業人員であり、契約社員及び受入出向者は従業員の内数とし、当社グループ外への出向者は含め

ておりません。

２　(　)内に当第１四半期連結会計期間の平均臨時雇用者数を外数で記載しております。

　

　

(2)　提出会社の状況

平成22年３月31日現在

従業員数(名) 509

(注)   従業員数は就業人員であり、契約社員及び受入出向者は従業員数の内数とし、社外への出向者は含めておりませ

ん。
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第２ 【事業の状況】

１　【営業の状況】

　当第１四半期連結会計期間における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。

事業の種類別セグメントの名称 　営業収益(千円) 前年同期比(％)

仲介事業 1,049,626 137.9

アセットソリューション事業 3,109,174 24.9

販売受託事業 447,622 △76.4

賃貸事業 2,778,678 279.7

合計 7,385,102 32.8

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日)

営業収益(千円) 割合(％) 営業収益(千円) 割合(％)

東京建物株式会社 1,323,767 23.8 549,651 7.4

ダイヤモンドアセット
－ － 1,000,000 13.5

ファイナンス株式会社
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

（仲介事業）

区分

前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日) 前年同期比

（％）
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）

　 　 首都圏 161 7,955,317293,115161 19,967,025795,223171.3

　 　 その他 26 1,040,75151,90330 5,867,577143,720176.9

　  売買仲介計 187 8,996,069345,019191 25,834,602938,943172.1

　 賃貸仲介計 18 － 13,98110 － 4,166△70.2

仲介手数料計 205 － 359,000201 － 943,110162.7

その他 － － 82,276－ － 106,51529.5

合計 － － 441,277－ － 1,049,626137.9

(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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（アセットソリューション事業）

区分

前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日) 前年同期比

(％)
営業収益(千円) 営業収益(千円)

販売用不動産売上高 1,453,442 1,800,58023.9

その他 1,036,505 1,308,59426.3

合計 2,489,948 3,109,17424.9

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

 (販売受託事業)

区分

前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日) 前年同期比

（％）
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）

　 　首都圏 982 51,049,1351,606,0071988,241,289266,436△83.4

　 　その他 2056,954,620 211,994 1474,790,871150,480△29.0

仲介手数料計 1,187 58,003,7561,818,00234513,032,160416,917△77.1

その他 － － 80,047 － － 30,704△61.6

合計 － － 1,898,049－ － 447,622△76.4

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

 (賃貸事業)

区分

前第１四半期連結会計期間
(自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日) 前年同期比

(％)
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)

管理
住宅 12,141戸

323,660
住宅 43,658戸

1,558,285381.5
オフィス等 95,268㎡ オフィス等 93,768㎡

賃貸
住宅 786戸

340,571
住宅 876戸

663,104 94.7
オフィス等 3,166㎡ オフィス等 19,434㎡

清掃 　 － － オフィス等 689,002㎡442,664 －

その他 － 67,619 － 114,624 69.5

合計 － 731,851 － 2,778,678279.7

(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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２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間における、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。

　

３ 【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。

　

４ 【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、当四半期報告書提出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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の拡大や個人消費の持ち直し等一部に回復

の兆しが見られるものの、雇用・所得環境は未だ回復しておらず、海外景気の下振れ懸念やデフレの

長期化等、依然として厳しい状況にあります。

こうした中で、当不動産流通業界におきましては、販売価格の調整、低金利の継続等を背景に、新築

マンションの契約率の上昇や、中古マンションの成約件数増加等、明るい兆しが見え始めております

が、新築マンションの供給戸数は依然として低い水準にある等、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。

この様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手数料収入が大幅に減少したもの

の、仲介事業において大型取引が成立し手数料収入が増加したほか、アセットソリューション事業に

おいても販売用不動産の売却が進捗しました。また、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においては営業収益17億９千７百万円（単体）を計上しました。以上の

結果、当第１四半期連結会計期間における営業収益は73億８千５百万円（前年同期比32.8％増）、営

業利益は13億８千８百万円（前年同期比211.2％増）、経常利益は12億７千２百万円（前年同期比

369.7％増）、四半期純利益は10億２千２百万円（前年同期は四半期純損失11億９千６百万円）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)

法人仲介において投資用不動産等の大型取引が成立し、手数料収入が増加いたしました。

この結果、営業収益は10億４千９百万円（前年同期比137.9％増）、営業利益は３億５千万円（前年

同期は営業損失２億４千７百万円）となりました。

　

(アセットソリューション事業)

資産の圧縮を着実に進めるため販売用不動産の売却活動を強化し、「木場プロジェクト」等の販売

を行ったほか、出資しているＳＰＣが保有する不動産の売却に伴い配当収益を計上しました。

この結果、営業収益は31億９百万円（前年同期比24.9％増）、営業利益は９億７千９百万円（前年

同期比73.5％増）となりました。
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(販売受託事業)

「Brillia Tower所沢ロジュマン」（埼玉県所沢市）、「ローレルスクエア八尾ミッド」（大阪府

八尾市）等の引渡しを行ったものの、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

ました。

この結果、営業収益は４億４千７百万円（前年同期比76.4％減）、営業損失は８千６百万円（前年

同期は営業利益３億９千５百万円）となりました。

　

(賃貸事業)

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、賃料収入が増加いたしました。

この結果、営業収益は27億７千８百万円（前年同期比279.7％増）、営業利益は５億９千６百万円

（前年同期比377.4％増）となりました。

　

(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581億１百万円（前連結会計年度末比7.3％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の

売却等により15億７千４百万円減少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473億８千４百万円（前連結会計年度末比10.3％減）

となりました。これは主として、借入金が55億７千１百万円減少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107億１千６百万円（前連結会計年度末比8.3％

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

10億２千２百万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１四半期連結会計期間末における自己資本比率は18.4％（前連結会計年度末比2.6ポイント

増）となりました。

　

(１株当たり純資産額)

当第１四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は260円83銭（前連結会計年度末比19円

94銭の増加）となりました。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から３億２千４百

万円増加し、34億８千７百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
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(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25億６千万円の増加（前年同期は65億８千７百万円の増

加）となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益12億５千９百万円を計上したこと及

びたな卸資産が14億４千３百万円減少したことによるものであります。

　

(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35億４千１百万円の増加（前年同期は42億５千万円の減

少）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によるもので

あります。

　

(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57億７千７百万円の減少（前年同期は14億４千１百万円の

減少）となりました。これは、主として借入金が55億７千１百万円（純額）減少したこと及び配当金

支払２億６百万円によるものであります。

　

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、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。

　

(5)　研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

前連結会計年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【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22年３月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成22年５月14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) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　　　　　

(4) 【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22年３月29日 － 41,088,508 － 3,108,506△3,862,0052,553,050

（注）会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(6) 【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21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21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 41,085,800410,858
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 2,608 － 同上

発行済株式総数 　 41,088,508－ －

総株主の議決権 　 － 410,858 －

　

②　【自己株式等】

平成21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 　 　 　 　

東京建物不動産販売㈱ 一丁目25番１号 100 － 100 0.0

計 － 100 － 100 0.0

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成22年１月 ２月 ３月

最高(円) 297 284 285

最低(円) 257 261 262

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで)は、改正前の四半期連

結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで)及び

当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の四半期連結財務

諸表規則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、前第１四半期連結累計期間（平成21年１月

１日から平成21年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年

１月１日から平成22年３月31日まで)及び当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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 3,487,598 3,163,133

営業未収入金 611,853 571,146

販売用不動産 26,506,130 28,081,019

未成業務支出金 751,341 633,937

株主に対する短期貸付金 3,257,687 2,856,237

その他 2,051,484 5,989,374

貸倒引当金 △16,222 △15,861

流動資産合計 36,649,873 41,278,988

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 7,428,708

※1
 7,507,018

土地 7,317,955 7,317,955

その他（純額） ※1
 85,155

※1
 83,556

有形固定資産合計 14,831,819 14,908,530

無形固定資産 157,901 145,332

投資その他の資産

投資有価証券 3,973,060 3,872,779

敷金及び保証金 1,672,349 1,691,235

その他 824,666 810,311

貸倒引当金 △7,746 △8,456

投資その他の資産合計 6,462,329 6,365,869

固定資産合計 21,452,050 21,419,733

資産合計 58,101,923 62,698,721
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31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 630,163 608,459

短期借入金 17,128,500 17,740,000

未払法人税等 163,847 233,494

賞与引当金 279,994 69,998

役員賞与引当金 15,963 12,700

前受金 702,972 609,077

受託預り金 3,862,982 4,690,329

預り金 2,271,381 1,538,183

その他 782,491 687,089

流動負債合計 25,838,297 26,189,331

固定負債

社債 200,000 200,000

長期借入金 14,903,383 19,863,133

退職給付引当金 1,285,350 1,257,374

役員退職慰労引当金 114,613 108,071

長期預り敷金保証金 5,038,079 5,177,799

その他 5,235 5,223

固定負債合計 21,546,662 26,611,602

負債合計 47,384,960 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 1,190,103 373,192

自己株式 △53 △53

株主資本合計 10,713,612 9,896,700

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,351 1,087

評価・換算差額等合計 3,351 1,087

純資産合計 10,716,963 9,897,787

負債純資産合計 58,101,923 62,698,721
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(2)【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21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年３月31日)

営業収益 5,561,126 7,385,102

営業原価 4,727,572 5,547,608

営業総利益 833,554 1,837,493

販売費及び一般管理費 ※1
 387,237

※1
 448,687

営業利益 446,317 1,388,805

営業外収益

受取利息 7,798 27,269

その他 11,253 8,057

営業外収益合計 19,051 35,326

営業外費用

支払利息 160,425 150,574

その他 34,064 1,290

営業外費用合計 194,490 151,865

経常利益 270,878 1,272,267

特別利益

投資有価証券売却益 29,141 －

貸倒引当金戻入額 － 1,050

特別利益合計 29,141 1,050

特別損失

固定資産除却損 － 3,810

減損損失 75,496 9,998

たな卸資産評価損 1,294,269 －

その他 1,230 －

特別損失合計 1,370,996 13,809

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（△）

△1,070,976 1,259,508

法人税、住民税及び事業税 44,951 155,387

法人税等調整額 80,138 81,767

法人税等合計 125,090 237,154

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,196,066 1,022,353
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,070,976 1,259,508

減価償却費 14,521 87,793

減損損失 75,496 9,998

たな卸資産評価損 1,294,269 －

引当金の増減額（△は減少） 193,580 247,428

受取利息及び受取配当金 △7,798 △27,269

支払利息及び社債利息 160,425 150,574

売上債権の増減額（△は増加） △232,823 △40,706

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,406,866 1,443,132

仕入債務の増減額（△は減少） 6,608,934 21,704

前受金の増減額（△は減少） △606,135 93,895

受託預り金の増減額（△は減少） 4,025,676 △827,347

預り金の増減額（△は減少） 861,445 733,198

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △32,736 18,885

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 29,988 △139,719

その他 76,343 130,510

小計 6,983,345 3,161,588

利息及び配当金の受取額 7,812 24,729

利息の支払額 △217,204 △200,231

法人税等の支払額 △186,145 △425,368

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,587,807 2,560,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △20,974 △17,955

投資有価証券の取得による支出 △322,070 △96,329

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 23,000

ＣＭＳによる短期貸付金の純増減額（△は増
加）

△3,906,117 △401,449

関係会社貸付金の回収による収入 － 4,038,000

その他 △1,077 △4,217

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,250,239 3,541,047

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） △500,000 △5,800,000

長期借入れによる収入 1,500,000 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △2,156,000 △1,271,250

配当金の支払額 △285,760 △206,050

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,441,760 △5,777,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 895,807 324,465

現金及び現金同等物の期首残高 3,141,707 3,163,133

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,037,515

※1
 3,487,598
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【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】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

連結の範囲に関する事項の変更

前連結会計年度において連結しておりました合同会社鷺沼パークヒルズについては、当連結会計年度の第１四半期
連結会計期間に清算結了したことにより連結の範囲から除外しております。
　

　

【表示方法の変更】

　

当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

（四半期連結貸借対照表）

「建物（純額)」、「土地」及び有形固定資産の「その他(純額)」は、前第１四半期連結会計期間末において、有形
固定資産として一括掲記しておりましたが、重要性が増したため当第１四半期連結会計期間末より区分掲記してお
ります。
なお、前第１四半期連結会計期間末における「建物(純額)」、「土地」及び有形固定資産の「その他(純額)」は、そ
れぞれ213,812千円、3,792千円、54,762千円であります。
 

（四半期連結損益計算書）

「固定資産除却損」は、前第１四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました
が、重要性が増したため当第１四半期連結累計期間より区分掲記しております。
なお、前第１四半期連結累計期間における「固定資産除却損」は、1,230千円であります。
　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第１四半期連結会計期間末

(平成22年３月31日)

前連結会計年度末

(平成21年12月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 2,296,107千円
　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 2,218,044千円
　

　２　偶発債務 　２　偶発債務

(1)　保証債務 4,439,304千円

(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 3,769,586千円

(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 3,530,485千円

(注)出資先の販売用不動産等に対するものでありま
す。

(2)　売買予約 3,530,485千円

(注)出資先の販売用不動産等に対するものでありま
す。

　３　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８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㈱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通りであり
ます。

　当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額

32,000,000千円

　貸出実行残高 6,500,000千円

　差引額 25,500,000千円

　３　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８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㈱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通りであります。

　当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額

36,500,000千円

　貸出実行残高 12,000,000千円

　差引額 24,500,000千円
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(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　

前第１四半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

退職給付費用 2,544千円

賞与引当金繰入額 14,358千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,992千円

役員賞与引当金繰入額 11,250千円

租税公課 112,557千円

貸倒引当金繰入額 6,249千円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当及び賞与 101,411千円

退職給付費用 5,562千円

賞与引当金繰入額 20,226千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,642千円

役員賞与引当金繰入額 15,963千円

　 　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第１四半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関
係

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関
係

現金及び預金 4,037,515千円

現金及び現金同等物 4,037,515千円
　

現金及び預金 3,487,598千円

現金及び現金同等物 3,487,598千円
　

　 　

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成22年３月31日）及び

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期

連結会計期間末

　普通株式（株） 41,088,508

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期

連結会計期間末

　普通株式（株） 100

　

３　配当に関する事項

　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22年３月29日
定時株主総会

普通株式 205,442 5 平成21年12月31日平成22年３月30日利益剰余金
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31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

441,2772,489,9481,898,049731,8515,561,126 － 5,561,126

(2)セグメント間の
内部営業収益
又は振替高

34,736 － 22,500 9,601 66,838(66,838) －

計 476,0132,489,9481,920,549741,4535,627,964(66,838)5,561,126

営業利益又は
営業損失（△）

△247,615564,416395,866125,043837,710(391,393)446,317

(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

（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１四半期連結累計期間の営業利益はアセットソリューショ

ン事業において3,422千円増加しております。

　

　当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31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

1,049,6263,109,174447,6222,778,6787,385,102 － 7,385,102

(2)セグメント間の
内部営業収益
又は振替高

64,196 － 796 13,60478,596(78,596) －

計 1,113,8223,109,174448,4182,792,2837,463,698(78,596)7,385,102

営業利益又は
営業損失（△）

350,748979,289△86,067596,9661,840,937(452,131)1,388,805

(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
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【所在地別セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31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。

　

　当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31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１四半期連結累計期間（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31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。

　

　当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31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。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末

(平成22年３月31日)

前連結会計年度末

(平成21年12月31日)

　

　 260円83銭

　

　

　 240円89銭

　
　 　

　

２　１株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第１四半期連結累計期間

　
前第１四半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年３月31日)

　

１株当たり四半期純損失（△） △50円35銭

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益

－

　

　

１株当たり四半期純利益 24円88銭

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益

－

　
　 　

(注)　１　前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失で

あり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第１四半期連結累計期間の潜在株式調

整後１株当たり四半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　１株当たり四半期純利益又は四半期純損失の算定上の基礎

　 　

前第１四半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成22年１月１日

　至　平成22年３月31日)

　四半期連結損益計算書上の
四半期純利益又は四半期純損失（△）

（千円） △1,196,066 1,022,353

　普通株式に係る
四半期純利益又は四半期純損失（△）

（千円） △1,196,066 1,022,353

　普通株主に帰属しない金額 （千円） － －

　普通株式の期中平均株式数 （株） 23,756,408 41,088,408

　

(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２１年５月１４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２１年１月１日から平成２１年１２月３１日までの連結会計年度の第１四半

期連結累計期間（平成２１年１月１日から平成２１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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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２１年３月３１日現在の財政状態、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並びに

第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況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。

　

追記情報

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ているとおり、会社及び連結

子会社は当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。

　

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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成２２年５月１４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２２年１月１日から平成２２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２２年１月１日から平成２２年３月３１日まで）及び第１四半期連結累計期間

（平成２２年１月１日から平成２２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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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２２年３月３１日現在の財政状態並びに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及

びキャッシュ・フローの状況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。 

　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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