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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） 

 

(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 391,495 24.6 83,123 20.9 67,951 34.0 41,872 58.8
25年3月期第2四半期 314,129 2.1 68,773 6.6 50,713 13.8 26,365 13.1

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 64,282百万円 （159.0％） 25年3月期第2四半期 24,816百万円 （3.0％）

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 88.32 ―
25年3月期第2四半期 55.61 49.97

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 4,104,192 707,664 16.7
25年3月期 4,105,500 648,865 15.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  684,722百万円 25年3月期  627,011百万円

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  
 

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
26年3月期 ― 10.00
26年3月期（予想） ― 10.00 20.00

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   

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 760,000 3.2 160,000 5.7 125,000 8.8 68,000 13.7 143.42



(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  ：  有  
(注)詳細は、添付資料P．５「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 (２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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） 

※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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、当社が本資料の発表日現在において合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は予想と異なる可能性があります。な
お、業績予想に関する事項は四半期決算短信(添付資料)P．４「１．当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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 476,085,978 株 25年3月期 476,085,978 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 2,019,605 株 25年3月期 1,982,644 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 474,082,740 株 25年3月期2Q 474,128,808 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１）経営成績に関する説明 

 

当第２四半期の経営成績は下表の通りで、営業収益、営業利益、経常利益、純利益のすべてで前

年同期を上回り、増収増益となりました。 

 

分譲マンションの引渡戸数が前年に比べ大幅に増加した不動産販売事業が業績を牽引したほか、

完成工事事業と不動産流通事業でも増収増益となった結果、営業収益は 3,914 億円（前年同期比  

＋24.6％）、営業利益は 831 億円（同＋20.9％）となりました。 

営業外損益は支払利息の減少を主因として前年同期比 28 億円の改善、特別損益も投資有価証券評

価損がなくなったことを主因として同 66 億円の改善となりました。その結果、経常利益は 679 億円

（同＋34.0％）、純利益は 418 億円（同＋58.8％）となりました。 

 

当第２四半期の通期業績予想に対する経常利益進捗率は 54％と、当期の業績は計画通り順調に推

移していると判断しております。 

 

           （百万円） 

 
前第 2四半期 

(24.4.1～24.9.30) 

当第 2四半期 

(25.4.1～25.9.30) 
前年同期比  通期予想 進捗率 

営業収益 314,129 391,495 +77,365  760,000 52％ 

営業利益 68,773 83,123 +14,350  160,000 52％ 

経常利益 50,713 67,951 +17,237  125,000 54％ 

純利益 26,365 41,872 +15,507  68,000 62％ 

 

 
主要セグメント別の概況 

      （百万円） 

営業収益 
前第 2四半期 

(24.4.1～24.9.30) 

当第 2四半期 

(25.4.1～25.9.30) 
前年同期比  通期予想 進捗率 

   不動産賃貸 139,883 139,438 △444  280,000 50％ 

   不動産販売 79,026 139,265 +60,239  235,000 59％ 

   完成工事 68,128 84,872 +16,744  185,000 46％ 

   不動産流通 23,893 25,659 +1,766  55,000 47％ 

連結計 314,129 391,495 +77,365  760,000 52％ 

        

        

      （百万円） 

営業利益 
前第 2四半期 

(24.4.1～24.9.30) 

当第 2四半期 

(25.4.1～25.9.30) 
前年同期比  通期予想 進捗率 

   不動産賃貸 49,495 48,751 △743  97,000 50％ 

   不動産販売 14,685 26,618 +11,933   41,000 65％ 

   完成工事 4,247 6,500 +2,253  18,000 36％ 

   不動産流通 6,038 7,268 +1,229  16,000 45％ 

連結計 68,773 83,123 +14,350  160,000 52％ 
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＜不動産賃貸事業＞ 

当第２四半期は、既存ビルの空室率改善と、前期竣工の「住友不動産渋谷ガーデンタワー」、「住

友不動産田町ファーストビル」の通期稼働が業績に寄与した一方で、テナント工事などの付帯収益

が前年同期に比べて減少したため、営業収益、営業利益ともにほぼ前年並みの業績となりましたが、

通期予想に対する営業利益進捗率は 50％と、当事業部門の業績は計画通り順調に推移していると判

断しております。 

新築をはじめ、優良ビルへのテナント需要は引き続き堅調で、当社でも契約面積が解約面積を上

回る傾向が続いております。既存ビルの空室率は 6.6％と、引き続き改善基調で推移しており、今後

も緩やかに低下するものと予想しております。また、当期竣工予定の「住友不動産千代田ファース

トウイング（神保町計画）」など、新規ビルのテナント募集も順調に進捗しております。 

 

  
前第 2四半期末 

(24.9 月末) 
前期末 

(25.3 月末) 
第 1 四半期末 
(25.6 月末) 

当第 2四半期末 
（25.9 月末） 

 既存ビル空室率 7.7% 7.1% 6.8% 6.6% 

 

 

＜不動産販売事業＞ 

当第２四半期は、「シティタワー神戸三宮」、「シティタワー上尾駅前」など、マンション、戸建、

宅地の合計で 2,853 戸（前年同期比＋1,219 戸）を販売計上いたしました。計上戸数が大幅に増加し

たため、前年同期比で増収増益となりました。 

通期予想に対し、65％と高い営業利益進捗率になりましたが、当期は、例年に比べ上半期の竣工

戸数が多く、概ね計画通りの進捗と判断しております。 

マンションの契約戸数は 3,105 戸（前年同期比＋688 戸）と、景況感の改善を受けて好調に推移し、

上半期としては初めて 3,000 戸を超えました。その結果、当第２四半期末時点におけるマンション、

戸建住宅の当期計上予定戸数（5,000 戸）に対する契約率は約 80％（期首時点 40％、前年同期 70％）

となりました。 

 

  
前第 2四半期 

(24.4.1～24.9.30) 
当第 2四半期 

(25.4.1～25.9.30) 
前年同期比  前期 通期予想 

 マンション契約戸数 2,417 3,105 +688  5,151 5,500 

 計上戸数 1,634 2,853 +1,219  4,688 5,100 

  マンション・戸建 1,609 2,825 +1,216  4,618 5,000 

 宅地 25 28 +3  70 100 

 売上高（百万円） 79,026 139,265 +60,239  232,149 235,000 

  マンション・戸建 76,137 135,216 +59,079  222,186 225,000 

 宅地 1,751 2,819 +1,068  7,168  

 その他 1,137 1,228 +91  2,794  

    

  前期末 当第 2四半期末     増減  

完成済販売中戸数(竣工 1年超) 422 380 △42  

    〃        (竣工 1年内) 294 177 △117  

 
 

 

 

 

 

 

 

10,000 
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＜完成工事事業＞ 

当第２四半期は、「新築そっくりさん」事業、注文住宅事業ともに、受注棟数、計上棟数、売上

高のすべてで前年同期を上回りました。 

受注棟数は、「新築そっくりさん」事業で 5,060 棟（前年同期比＋34.1％）、注文住宅事業で 1,386

棟（同＋20.3％）と、両事業ともに大幅増となり、好調に推移しました。 

当事業部門の通期業績予想に対する営業利益進捗率は 36％となっておりますが、例年通り、計上

棟数は下半期に増加する見通しで、計画通りの進捗と判断しております。 

 

  
前第 2四半期 

(24.4.1～24.9.30) 
当第 2四半期 

(25.4.1～25.9.30) 
前年同期比 

 
前期 通期予想 

 受注棟数 4,925 6,446 +1,521  10,040 10,500 

 新築そっくりさん 3,773 5,060 +1,287  7,651 8,000 

  注文住宅 1,152 1,386 +234  2,389 2,500 

 計上棟数 3,881 4,507 +626  9,129 9,800 

 新築そっくりさん 3,268 3,557 +289  7,260 7,600 

  注文住宅 613 950 +337  1,869 2,200 

 売上高（百万円） 58,074 72,864 +14,789  145,510 158,000 

 新築そっくりさん 40,857 45,148 +4,291  92,834 95,000 

  注文住宅 17,216 27,715 +10,498  52,676 63,000 

 

 

＜不動産流通事業＞ 

本事業を担当する住友不動産販売㈱の当第２四半期は、主力の仲介事業で個人の中古住宅取引を

中心に、仲介件数が 17,373 件（前年同期比＋4.1％）と、上半期の過去最高を更新したほか、法人

取引の増加を主因として取扱単価が上昇しました。その結果、当事業部門の業績は前年同期比で増

収増益となり、通期業績予想に対して順調に推移していると判断しております。 

 

 
前第 2四半期 

(24.4.1～24.9.30) 

当第 2四半期 

(25.4.1～25.9.30) 
前年同期比 

 
前期 通期予想 

  仲介件数 16,682 17,373 +691  33,180 34,922 

取 扱 高（百万円） 425,010 480,364 +55,354  858,924 931,458 

取扱単価（百万円） 25.4 27.6 +2.1  25.8 26.6 

 

 

（２）財政状態に関する説明 

  

当第２四半期末における総資産は、4兆1,041億円（前期末比△13億円）となりました。賃貸設備

投資により有形固定資産が増加した一方、現金及び預金や販売用不動産などが減少しました。 

負債合計額は、3兆3,965億円（同△601億円）となりました。連結有利子負債が2兆7,386億円（同

＋879億円）に増加しましたが、預り金や営業未払金などが減少しました。 

純資産合計額は、7,076 億円（同＋587 億円）となりました。当第２四半期の純利益が 418 億円と

なったほか、その他有価証券評価差額金が 378 億円（同＋178 億円）に増加した結果、自己資本が

6,847 億円（同＋577 億円）に増加しました。 

 
 
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 

上記の通り、当期の業績は順調に推移していると判断しており、平成25年5月14日公表の業績予想

に変更はありません。 
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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      

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

当社及び連結子会社の一部においては、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法を採用しております。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示      

該当事項はありません。 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

      (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。 

 

(セグメント情報等)    

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） 

１. 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） 

報告セグメント 

不動産 不動産 不動産 
  

賃貸 販売 
完成工事 

流通 
その他 計 

調整額 

(注)1 

四半期連結

損益計算書 

計上額 

(注)2 

営 業 収 益            

 外部顧客への営業収益 138,753 78,933 67,306 23,806 5,329 314,129 - 314,129 

 セグメント間の 

 内部営業収益又は振替高 
1,129 93 822 86 2,300 4,432 △4,432 - 

計 139,883 79,026 68,128 23,893 7,630 318,561 △4,432 314,129 

セ グ メ ン ト 利 益 49,495 14,685 4,247 6,038 1,186 75,652 △6,879 68,773 

(注) １ セグメント利益の調整額△6,879 百万円は、セグメント間取引消去△79 百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△6,800 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。 

２ 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。 

                                       

                                   

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） 

１. 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） 

報告セグメント 

不動産 不動産 不動産 
  

賃貸 販売 
完成工事 

流通 
その他 計 

調整額 

(注)1 

四半期連結

損益計算書 

計上額 

(注)2 

営 業 収 益         

 外部顧客への営業収益 137,755 139,144 83,574 25,470 5,549 391,495 - 391,495 

 セグメント間の 

 内部営業収益又は振替高 
1,683 121 1,298 189 2,695 5,987 △5,987 - 

計 139,438 139,265 84,872 25,659 8,245 397,482 △5,987 391,495 

セ グ メ ン ト 利 益 48,751 26,618 6,500 7,268 1,088 90,227 △7,103 83,123 

(注) １ セグメント利益の調整額△7,103 百万円は、セグメント間取引消去△45 百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△7,057 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。 

２ 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。 
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