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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２四半期
連結累計期間

第79期
第２四半期
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６月30日

自  平成24年１月１日

至  平成24年６月30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） 11,670,622 10,562,595 24,426,515

経常利益 （千円） 1,362,644 335,647 1,890,167

四半期（当期）純利益 （千円） 1,092,833 145,888 1,321,749

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 1,071,079 193,872 1,287,166

純資産額 （千円） 11,766,280 11,847,532 11,818,013

総資産額 （千円） 50,063,582 49,766,948 50,055,380

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 26.60 3.55 32.17

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 23.5 23.8 23.6

営業活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） 2,528,136 71,873 4,908,442

投資活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） △614,198 △1,438,327 △994,455

財務活動によるキャッシュ・
フロー

（千円） △1,939,469 △1,027,599 △2,266,380

現金及び現金同等物の四半期
末（期末）残高

（千円） 2,683,823 1,962,908 4,356,961

　

回次
第78期
第２四半期
連結会計期間

第79期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年４月１日

至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日

至  平成24年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 10.23 1.97

(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２四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 【事業の内容】

　当第２四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２四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２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

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２四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)　業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州政府債務危機を背景とした金融資本市場の変

動や海外景気の下振れ等による景気の下押しリスクが存在し、依然として不透明な状況ではあるものの、

東日本大震災の復興需要等を背景として企業収益や生産に持ち直しの動きが見られたことにより緩やか

に回復しつつあります。

当不動産流通業界におきましては、首都圏中古マンション、中古戸建住宅の成約件数は前年同期を上回

る高水準で推移し、首都圏新築マンションについては、契約率が好調に推移する等、回復の兆しが見え始

めております。

このような状況において当社グループは、仲介事業においては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等により、当第２四半期連結累計期間における営業収益は105億６

千２百万円（前年同期比9.5％減）、営業利益は５億２千２百万円（前年同期比66.1％減）、経常利益は

３億３千５百万円（前年同期比75.4％減）、四半期純利益は１億４千５百万円（前年同期比86.7％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)

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11億５千７百万円（前年同期比13.7％増）、営業損失は５千７百万円（前年同期

は営業損失１億１千３百万円）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27億２千７百万円（前年同期比9.4％減）、営業利益は５億３千６百万円（前年

同期比29.2％減）となりました。

　

(販売受託事業)

都心大型物件の引渡しの減少により、手数料収入が減少いたしました。

この結果、営業収益は７億４千８百万円（前年同期比57.7％減）、営業損失は２億８千７百万円（前年

同期は営業利益５億２百万円）となりました。

なお、当第２四半期連結累計期間において、「プレミスト緑園都市」（横浜市泉区）、「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59億２千８百万円（前年同期比1.0％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８億４千４百万円（前年同期比

15.9％減）となりました。

　

(2)　財政状態の分析

(資産)

当第２四半期連結会計期間末における総資産は497億６千６百万円（前連結会計年度末比0.6％減）と

なりました。これは主として、株主に対する短期貸付金が14億５千３百万円増加した一方、現金及び預金

を23億９千４百万円圧縮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379億１千９百万円（前連結会計年度末比0.8％減）とな

りました。これは主として、社債が９億円増加した一方、借入金が17億４千８百万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118億４千７百万円（前連結会計年度末比0.2％増）と

なりました。これは主として、剰余金の配当により１億６千４百万円減少した一方、四半期純利益を１億

４千５百万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。
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(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23.8％（前連結会計年度末比0.2ポイント減）

となりました。

　

(3)  キャッシュ・フローの状況

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（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べて23億９千４百万円減少し、19億６千２百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、７千１百万円（前年同期比24億

５千６百万円の減少、97.2％減）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３億７千５

百万円を計上した一方、受託預り金が９億１千７百万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)

当第２四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は、14億３千８百万円（前年同期比

８億２千４百万円の増加、134.2％増）となりました。これは主として、株主に対する貸付金が14億５千３

百万円増加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)

当第２四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は、10億２千７百万円（前年同期比

９億１千１百万円の減少、47.0％減）となりました。これは主として、借入金が17億４千８百万円（純

額）減少したこと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２四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。

　

(5)　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２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月13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４月１日～
平成24年６月30日

― 41,088,508 ― 3,108,506 ― 2,553,050
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(6) 【大株主の状況】

平成24年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲一丁目９番９号 31,139 75.8

東京建物不動産販売従業員持株会 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 1,204 2.9

株式会社鈴高ホールディングス 東京都港区芝一丁目９番２号 974 2.4

落合　輝久 栃木県鹿沼市 340 0.8

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 201 0.5

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 197 0.5

田中　国雄 東京都葛飾区 150 0.4

國府田　広明 埼玉県さいたま市緑区 140 0.3

山口　喬 東京都千代田区 123 0.3

南　敬介 神奈川県鎌倉市 100 0.2

計 ― 34,570 84.1

　

(7) 【議決権の状況】

①  【発行済株式】

平成24年６月30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 41,084,100 410,841 －

単元未満株式 普通株式 4,308 － －

発行済株式総数 　 41,088,508 － －

総株主の議決権 － 410,841 －

　

②  【自己株式等】

平成24年６月30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） 　 　 　 　 　

東京建物不動産販売㈱
東京都新宿区西新宿一丁目
25番１号

100 － 100 0.0

計 － 100 － 100 0.0
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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２四半期連結会計期間（平成24年４月１

日から平成24年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年６月30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２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,356,961 1,962,908

営業未収入金 639,724 632,829

販売用不動産 19,393,531 19,256,928

未成業務支出金 978,439 1,603,494

株主に対する短期貸付金 598,821 2,052,586

その他 1,715,422 2,028,212

貸倒引当金 △16,867 △21,733

流動資産合計 27,666,033 27,515,224

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 8,233,614 8,171,373

土地 7,555,839 7,569,600

その他（純額） 102,457 95,451

有形固定資産合計 15,891,911 15,836,425

無形固定資産 264,540 284,488

投資その他の資産

投資有価証券 3,791,077 3,713,579

敷金及び保証金 1,773,911 1,772,225

その他 667,906 645,003

投資その他の資産合計 6,232,895 6,130,809

固定資産合計 22,389,347 22,251,723

資産合計 50,055,380 49,766,948
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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２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金 566,009 622,568

短期借入金 11,356,000 3,650,000

未払法人税等 126,873 467,827

賞与引当金 85,239 86,955

役員賞与引当金 63,850 31,100

前受金 955,421 1,538,889

受託預り金 3,527,933 2,610,739

預り金 1,708,336 2,156,337

その他 1,004,616 983,183

流動負債合計 19,394,281 12,147,601

固定負債

社債 － 900,000

長期借入金 12,145,500 18,103,000

退職給付引当金 1,487,817 1,526,459

役員退職慰労引当金 109,360 106,578

長期預り敷金保証金 5,100,407 5,135,777

固定負債合計 18,843,084 25,771,814

負債合計 38,237,366 37,919,416

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 2,288,526

自己株式 △60 △60

株主資本合計 11,830,493 11,812,028

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 35,504

その他の包括利益累計額合計 △12,479 35,504

純資産合計 11,818,013 11,847,532

負債純資産合計 50,055,380 49,766,948
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年６月30日)

営業収益 11,670,622 10,562,595

営業原価 9,256,888 9,251,557

営業総利益 2,413,733 1,311,038

販売費及び一般管理費 ※１
 872,994

※１
 788,616

営業利益 1,540,739 522,421

営業外収益

受取利息 10,315 3,512

受取配当金 4,392 15,971

その他 8,854 14,776

営業外収益合計 23,562 34,260

営業外費用

支払利息 201,654 168,374

その他 2 52,659

営業外費用合計 201,656 221,034

経常利益 1,362,644 335,647

特別利益

固定資産売却益 22,541 －

投資有価証券売却益 － 39,825

貸倒引当金戻入額 102 －

特別利益合計 22,643 39,825

特別損失

固定資産除却損 2,524 0

減損損失 1,298 －

災害による損失 ※２
 85,840 －

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 115,065 0

税金等調整前四半期純利益 1,270,222 375,473

法人税、住民税及び事業税 90,958 565,085

法人税等調整額 86,430 △335,500

法人税等合計 177,388 229,585

少数株主損益調整前四半期純利益 1,092,833 145,888

四半期純利益 1,092,833 145,888

EDINET提出書類

東京建物不動産販売株式会社(E04058)

四半期報告書

12/22



【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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,092,833 145,888

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21,753 47,983

その他の包括利益合計 △21,753 47,983

四半期包括利益 1,071,079 193,872

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,071,079 193,872

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年６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 1,270,222 375,473

減価償却費 203,254 217,550

災害損失 85,840 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,402 －

減損損失 1,298 －

引当金の増減額（△は減少） △23,988 9,691

受取利息及び受取配当金 △14,707 △19,483

支払利息及び社債利息 201,654 168,374

投資有価証券売却損益（△は益） － △39,825

社債発行費 － 13,951

売上債権の増減額（△は増加） 120,595 6,894

たな卸資産の増減額（△は増加） 20,651 △505,092

仕入債務の増減額（△は減少） △10,553 56,558

前受金の増減額（△は減少） △202,720 583,467

受託預り金の増減額（△は減少） 1,355,583 △917,194

預り金の増減額（△は減少） 419,506 377,841

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △186,894 1,685

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 248,158 105,530

未払又は未収消費税等の増減額 △514,359 300,900

その他 △173,984 △448,116

小計 2,824,958 288,206

利息及び配当金の受取額 14,709 19,485

利息の支払額 △249,167 △203,120

法人税等の支払額 △309,772 △225,724

法人税等の還付額 261,979 193,027

災害損失の支払額 △14,570 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,528,136 71,873

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 △1,354,991 △181,091

有形及び無形固定資産の売却による収入 52,196 －

投資有価証券の取得による支出 △243,196 △20,180

投資有価証券の売却及び償還による収入 25,120 215,161

ＣＭＳによる短期貸付金の純増減額（△は増
加）

908,660 △1,453,765

その他 △1,988 1,546

投資活動によるキャッシュ・フロー △614,198 △1,438,327
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年６月30日)

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 －

長期借入れによる収入 7,000,000 8,000,000

長期借入金の返済による支出 △9,111,627 △9,748,500

社債の発行による収入 － 1,086,048

社債の償還による支出 － △200,000

配当金の支払額 △327,841 △165,147

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,939,469 △1,027,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,531 △2,394,053

現金及び現金同等物の期首残高 2,709,354 4,356,961

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 2,683,823

※1
 1,962,908
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【追加情報】

　

当第２四半期連結累計期間

(自　平成24年１月１日　至　平成24年６月30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２四半期連結会計期間

(平成24年６月30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 1,531,287千円

(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６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２四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 －千円

　差引額 31,500,000千円
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(四半期連結損益計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間

(自　平成23年１月１日

　至　平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成24年１月１日

　至　平成24年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当及び賞与 228,539千円

退職給付費用 15,737千円

賞与引当金繰入額 9,113千円

役員退職慰労引当金繰入額 15,671千円

役員賞与引当金繰入額 31,925千円

 

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当及び賞与 163,818千円

退職給付費用 17,330千円

賞与引当金繰入額 6,334千円

役員退職慰労引当金繰入額 15,218千円

役員賞与引当金繰入額 31,100千円

貸倒引当金繰入額 4,866千円

※２　災害による損失

東日本大震災による損失額であり、内訳は次のと
おりであります。

保有不動産の補修費用 85,840千円

─────────────

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間

(自　平成23年１月１日

　至　平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成24年１月１日

　至　平成24年６月30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 2,683,823千円

現金及び現金同等物 2,683,823千円

現金及び預金 1,962,908千円

現金及び現金同等物 1,962,908千円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自  平成23年１月１日  至  平成23年６月30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２四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２四半期連結会計期

間の末日後となるもの

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８月３日
取締役会

普通株式 164,353 ４ 平成23年６月30日 平成23年９月２日  利益剰余金

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自  平成24年１月１日  至  平成24年６月30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２四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２四半期連結会計期

間の末日後となるもの

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８月６日
取締役会

普通株式 164,353 ４ 平成24年６月30日 平成24年９月４日  利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年６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

　

　
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

1,017,7613,010,6071,770,6765,871,57611,670,622－ 11,670,622

  セグメント間の内
部営業収益又は振
替高

105,999 － 7,048 25,128138,175△138,175 －

計 1,123,7613,010,6071,777,7245,896,70411,808,797△138,17511,670,622

セグメント利益
又は損失（△）

△113,564757,771502,5941,004,5502,151,351△610,6121,540,739

(注) １　セグメント利益又は損失（△）の調整額△610,612千円は、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２四半期連結累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年６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

　

　
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

1,157,1242,727,505748,9925,928,97310,562,595－ 10,562,595

  セグメント間の内
部営業収益又は振
替高

128,403 － 3,378 24,092155,874△155,874 －

計 1,285,5272,727,505752,3715,953,06510,718,470△155,87410,562,595

セグメント利益
又は損失（△）

△57,565536,307△287,278844,7001,036,162△513,741522,421

(注) １　セグメント利益又は損失（△）の調整額△513,741千円は、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２四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日
  至  平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
  至  平成24年６月30日)

 １株当たり四半期純利益金額
　

26円60銭 ３円55銭

(算定上の基礎)
　

　 　

四半期純利益金額 (千円) 1,092,833 145,888

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) 1,092,833 145,888

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】

第79期（平成24年１月１日から平成24年12月31日まで）中間配当については、平成24年８月６日開催の取締役会にお

いて、平成24年６月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　 164,353千円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　４円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　平成24年９月４日
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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８月13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    印

指定有限責任社員
業務執行社員
 

　 公認会計士    神山　宗武    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　
 
公認会計士    善方　正義    印

　 　 　

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２四半期連結会
計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年１月１日か
ら平成24年６月30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、四半期連結キャッシュ・フロー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６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四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。
　
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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