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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

 当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景として個人消費は緩やかに持ち直し、企業活

動についても好調な企業業績や景況感の改善の中で設備投資が増加しており、全体としては緩やかに回復しました。

景気の先行きについては、海外経済の不確実性や金融資本市場の動向に留意が必要であるものの、堅調な国内外経済

と雇用・所得環境の改善に支えられ、緩やかな回復が続くものと思われます。 

 不動産業界においては、住宅分譲市場では、用地取得競争の過熱により供給量が低い水準となる中、首都圏を中心

に販売価格の上昇が続いており、地域や物件の利便性により契約進捗に差が見られるといった二極化の傾向が強まり

ました。賃貸オフィス市場では、企業の業容拡大に伴う堅調なオフィス需要に支えられ、首都圏を中心に空室率は低

水準を維持しており、賃料水準も緩やかな上昇が続く等、堅調な事業環境となっております。不動産投資市場では、

低金利を背景に資金調達環境は良好であるものの、不動産価格の高止まりや投資家の物件取得需要が旺盛であること

から、物件の取得競争の過熱した状況が続いております。 

 このような事業環境の下、当社グループの経営成績は、売上高は623,762百万円（前連結会計年度比54,081百万

円、9.5％増）、営業利益は76,660百万円（同△610百万円、0.8％減）、経常利益は68,033百万円（同△919百万

円、1.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は46,029百万円（同△975百万円、2.1％減）となりました。

 

 部門ごとの業績の概況は、以下のとおりであります。

 各部門の売上高は、部門間の内部売上高、振替高を含みます。また、端数処理の関係で合計数値があわない場合

があります。

 なお、第３四半期連結会計期間より、平成29年10月に新たに設立いたしました野村不動産ホテルズ株式会社につ

いて、賃貸事業と一体となった事業推進を行うため、「賃貸部門」へ区分しております。 

 

＜住宅部門＞ 

 当部門の売上高は358,745百万円（前連結会計年度比28,958百万円、8.8％増）、営業利益は24,516百万円（同

△3,271百万円、11.8％減）と、前連結会計年度と比べ増収減益となりました。 

 これは主に、住宅分譲事業において、計上戸数が増加した一方で、粗利益率が低下したことによるものでありま

す。 

 マンション分譲では「プラウドシティ武蔵野三鷹」（東京都武蔵野市）、「プラウドタワー木場公園」（東京都江

東区）、「オハナ町田オークコート」（神奈川県相模原市南区）、「プラウドタワー名古屋栄」（愛知県名古屋市中

区）等を、戸建分譲では「プラウドシーズン国立 四季の街」（東京都国分寺市）等、計5,865戸（前連結会計年度

比298戸増）を売上に計上いたしました。 

 また、当連結会計年度末における契約済未計上残高は2,831戸（前連結会計年度末比52戸増）となっており、次期

計上予定戸数6,100戸に対する期首時点の契約率は45.9％となっております。 

 なお、共同事業における戸数、売上高、契約残高については事業シェア按分で計算しております。 

 

   売上高等内訳 

 

前連結会計年度
（自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

計上戸数
売上高 

（百万円）
計上戸数

売上高 
（百万円）

住宅分譲 首都圏 4,291戸 250,475 4,483戸 269,685

  関西圏 807戸 35,890 716戸 34,734

  その他 468戸 22,594 666戸 32,399

  小計 5,567戸 308,960 5,865戸 336,819

  (うち戸建住宅) （682戸) (38,735) （607戸) (37,898)

その他 ― 20,827 ― 21,926

合計 ― 329,787 ― 358,745
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   住宅分譲 期末完成在庫数（販売中） 

 
前連結会計年度末

（平成29年３月31日）
当連結会計年度末

（平成30年３月31日）

首都圏 187戸 145戸

関西圏 38戸 75戸

その他 25戸 19戸

合計 252戸 239戸

(うち戸建住宅) (13戸) (15戸)

 

   住宅分譲 期末完成在庫数（未販売）

 
前連結会計年度末

（平成29年３月31日）
当連結会計年度末

（平成30年３月31日）

合計 402戸 218戸

（うち戸建住宅） (33戸) (11戸)

 

   住宅分譲 契約済未計上残高 

 

前連結会計年度末
（平成29年３月31日）

当連結会計年度末
（平成30年３月31日）

戸数
契約残高 

（百万円）
戸数

契約残高 
（百万円）

首都圏 2,140戸 140,183 2,118戸 134,060

関西圏 219戸 13,859 346戸 17,872

その他 420戸 21,851 366戸 19,011

合計 2,779戸 175,895 2,831戸 170,944

(うち戸建住宅) (111戸) (6,489) （53戸) (3,353)

 

＜賃貸部門＞ 

 当部門の売上高は134,941百万円（前連結会計年度比19,931百万円、17.3％増）、営業利益は35,232百万円（同

2,665百万円、8.2％増）と、前連結会計年度と比べ増収増益となりました。

 これは主に、賃貸事業において、「横浜野村ビル」（神奈川県横浜市西区）等の新規物件の寄与により賃貸収入

が増加したこと、ならびに収益不動産及び事業用地の売却収入が増加したことによるものであります。

 

   売上高内訳                          （単位：百万円） 

 
前連結会計年度

（自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

賃貸（オフィス） 51,981 53,312

賃貸（商業施設） 11,649 12,686

賃貸（その他） 5,954 7,193

収益不動産開発（売却） 35,350 43,301

収益不動産開発（賃貸） 4,054 4,724

その他 6,018 13,722

合計 115,009 134,941
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   賃貸床面積 

 
前連結会計年度末

（平成29年３月31日）
当連結会計年度末

（平成30年３月31日）

オフィス 831,177㎡ 846,338㎡

商業施設 144,797㎡ 174,666㎡

合計 975,974㎡ 1,021,004㎡

 

   空室率（オフィス・商業施設）

前連結会計年度末
（平成29年３月31日）

当連結会計年度末
（平成30年３月31日）

0.8％ 0.7％

 

＜資産運用部門＞ 

 当部門の売上高は9,378百万円（前連結会計年度比△283百万円、2.9％減）、営業利益は5,911百万円（同△104百

万円、1.7％減）と、前連結会計年度と比べ減収減益となりました。 

 これは主に、前連結会計年度に野村不動産マスターファンド投資法人とトップリート投資法人が合併したことに

伴う資産取得報酬を計上していたことによるものであります。 

 

                                  （単位：百万円） 

 
前連結会計年度

（自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

売上高 9,662 9,378

 

   運用資産残高                         （単位：百万円） 

 
前連結会計年度末

（平成29年３月31日）
当連結会計年度末

（平成30年３月31日）

ＲＥＩＴ 1,210,535 1,209,259

私募ファンド等 49,529 76,643

合計 1,260,064 1,285,903

 

＜仲介・ＣＲＥ部門＞ 

 当部門の売上高は35,703百万円（前連結会計年度比883百万円、2.5％増）、営業利益は8,452百万円（同△672百万

円、7.4％減）と、前連結会計年度と比べ増収減益となりました。 

 これは主に、売買仲介における取扱件数及び取扱高が増加した一方で、新規出店等により経費が増加したことによ

るものであります。 

 なお、リテール事業において、平成29年４月に「大宮センター」（埼玉県さいたま市大宮区）及び「立川センタ

ー」（東京都立川市）、平成29年10月に「旗の台センター」（東京都品川区）、「駒込センター」（東京都豊島

区）及び「阿倍野センター」（大阪府大阪市阿倍野区）をオープンしております。 

 

   売上高内訳                          （単位：百万円） 

 
前連結会計年度

（自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

売買仲介 30,283 31,637

その他 4,536 4,065

合計 34,820 35,703
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   売買仲介取扱件数・取扱高 

 
前連結会計年度

（自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

取扱件数（件） 8,272 8,561

取扱高（百万円） 745,147 800,739

 

＜運営管理部門＞ 

 当部門の売上高は101,087百万円（前連結会計年度比5,322百万円、5.6％増）、営業利益は7,076百万円（同137百

万円、2.0％増）と、前連結会計年度と比べ増収増益となりました。

 これは主に、管理受託数増加に伴う運営管理収入の増加、及びマンションの大規模修繕等の受注工事が増加した

ことによるものであります。

 なお、フィットネスクラブ事業において、平成30年３月に「メガロス24下赤塚」（東京都板橋区）等、計８店舗

をオープンしております。

 

   売上高内訳                          （単位：百万円） 

 
前連結会計年度

（自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日）

運営管理 48,301 50,387

受注工事 26,857 28,339

フィットネス・シニア 15,523 16,065

その他 5,081 6,294

合計 95,764 101,087

 

   管理受託数 

 
前連結会計年度末

（平成29年３月31日）
当連結会計年度末

（平成30年３月31日）

ビル等管理件数（件） 702 723

住宅管理戸数（戸） 168,999 173,705

 

＜その他部門＞ 

 当部門の売上高は107百万円（前連結会計年度比１百万円、1.3％増）、営業損失は10百万円（前連結会計年度は営

業損失30百万円）となりました。
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（２）当期の財政状態の概況 

  （資産、負債及び純資産の状況）                          （単位：百万円）

 
前連結会計年度末

（平成29年３月31日）
当連結会計年度末

（平成30年３月31日）
増減額 増減率

総資産 1,593,093 1,673,692 80,599 5.1％ 

総負債 1,099,280 1,158,710 59,429 5.4％ 

（うち有利子負債） (810,100) (877,800) (67,700) (8.4％)

純資産 493,813 514,982 21,169 4.3％ 

自己資本比率 30.2％ 30.0％ ― ― 

Ｄ／Ｅレシオ 1.7倍 1.8倍 ― ― 

（注）Ｄ／Ｅレシオ＝有利子負債／自己資本

 

 総資産は1,673,692百万円となり、前連結会計年度末に比べ80,599百万円増加いたしました。これは主に、土地

（42,878百万円増）及びたな卸資産（22,108百万円増）が増加したことによるものであります。

 総負債は1,158,710百万円となり、前連結会計年度末に比べ59,429百万円増加いたしました。これは主に、預り金

（10,652百万円減）及び１年内償還予定社債（10,000百万円減）が減少した一方で、社債（70,000百万円増）及び長

期借入金（11,700百万円増）が増加したことによるものであります。

 純資産は514,982百万円となり、前連結会計年度末に比べ21,169百万円増加いたしました。これは主に、自己株式

（10,001百万円減）の取得を行った一方で、利益剰余金（32,594百万円増）が増加したことによるものであります。

 なお、自己資本比率については、30.0％（前連結会計年度末比0.2ポイント減）となりました。

 

 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から13,648百万円

増加し、61,347百万円となりました。

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、21,498百万円の資金の増加（前連結会計年度比

53,388百万円増）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益67,722百万円を計上した一方で、たな卸資

産の増加及び法人税等の支払があっ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） 

 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、51,637百万円の資金の減少（同2,921百万円

増）となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出があっ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） 

 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、43,787百万円の資金の増加（同32,788百万円

減）となりました。これは主に、自己株式の取得及び配当金の支払があった一方で、長期借入れ及び社債の発行に

よる資金調達を実施したことによるものであります。 
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（４）今後の見通し 

＜連結＞ 

 平成31年３月期の連結業績については、売上高700,000百万円、営業利益81,000百万円、経常利益72,000百万円、

親会社株主に帰属する当期純利益47,000百万円を見込んでおります。

 

                                     （単位：百万円）

 
31年３月期
業績予想

30年３月期 増減額

売上高 700,000 623,762 76,237 

営業利益 81,000 76,660 4,339 

経常利益 72,000 68,033 3,966 

親会社株主に帰属

する当期純利益
47,000 46,029 970 

 

＜部門別＞ 

 平成31年３月期の部門別の見通しは、以下のとおりであります。

 なお、平成30年４月より、「住宅部門」に区分しておりました野村不動産リフォーム株式会社について、運営管理

事業と一体となった事業推進を行うため、「運営管理部門」の区分に変更しております。これに伴い、平成30年３月

期及び平成31年３月期業績予想の部門別の数値については、部門変更後の数値に組み替えて表示をしております。

 

売上高                        営業利益             （単位：百万円） 

 
31年３月期
業績予想

30年３月期 増減額
 
 

 
31年３月期
業績予想

30年３月期 増減額

住宅 379,000 355,445 23,554   住宅 26,500 24,523 1,976 

賃貸 173,000 134,941 38,058   賃貸 35,000 35,232 △232 

資産運用 9,500 9,378 121   資産運用 6,000 5,911 88 

仲介・ＣＲＥ 40,500 35,703 4,796   仲介・ＣＲＥ 10,500 8,452 2,047 

運営管理 112,000 104,581 7,418   運営管理 7,500 7,078 421 

その他 0 107 △107   その他 0 △10 10 

調整額 △14,000 △16,396 2,396   調整額 △4,500 △4,527 27 

合計 700,000 623,762 76,237   合計 81,000 76,660 4,339 

 

（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、経営環境、設備投資計画等を総合的に勘案し、内部留保を考慮の上、業績に応じ、中長期的には配当性向

30％程度を目処とした利益配分を行うことを基本方針としております。 

 平成30年３月期の配当については、期末配当は、従来予想どおり１株当たり35.0円を予定しており、実施済みの第

２四半期末配当金とあわせ、１株当たり年間配当金は70.0円となります。 

 なお、次期の配当については、第２四半期末配当金、期末配当金をそれぞれ１株につき37.5円とし、１株当たり年

間配当金は75.0円とする予定であります。 
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２．企業集団の状況

 当社及び当社の関係会社43社（うち連結子会社 25社、持分法適用非連結子会社及び関連会社 18社）が営んでいる

主な事業内容、当該事業に携わっている主要な連結子会社名及び各社の当該事業における位置付けは以下のとおりで

あります。

 

 ＜住宅部門＞

・野村不動産㈱は、マンション・戸建住宅等の開発分譲事業を行っております。

・野村不動産リフォーム㈱は、マンション・戸建住宅等のリフォーム工事等の請負を行っております。

・㈱プライムクロスは、インターネット広告代理店事業を行っております。

・㈱ファースト リビング アシスタンスは、住まいと暮らしの駆けつけ事業を行っております。

 ＜賃貸部門＞

・野村不動産㈱は、オフィスビル・商業施設等を開発・建設・賃貸するほか、オフィスビル等の運営業務を受託して

おります。また、不動産投資市場向け収益不動産の開発・販売、及び建築工事の設計監理を行っております。

・ＮＲＥＧ東芝不動産㈱は、オフィスビル・住宅・商業施設等を開発・建設・賃貸しております。また、ＣＲＥ活用

支援サービス業務、及びマンション等の開発分譲事業を行っております。

・㈱ジオ・アカマツは、商業施設の企画・運営業務等の受託を行っております。 

・野村不動産ホテルズ㈱は、ホテルの企画・運営を行っております。 

・ＮＲＥＧ東芝不動産ファシリティーズ㈱は、主にＮＲＥＧ東芝不動産㈱よりオフィスビル等の管理業務及び清掃業

務を受託しております。

 ＜資産運用部門＞

・野村不動産投資顧問㈱は、私募ファンド・ＲＥＩＴ及び不動産証券化商品等を対象とした資産運用業務を行ってお

ります。 

なお、野村不動産㈱は、同社が運用する不動産ファンド等に対して、一部エクイティ投資を行っております。

 ＜仲介・ＣＲＥ部門＞

・野村不動産㈱及び野村不動産アーバンネット㈱は、不動産の仲介・コンサルティング業務を行っております。

 また、野村不動産アーバンネット㈱は、マンション・戸建住宅等の販売を受託しております。

 ＜運営管理部門＞

・野村不動産パートナーズ㈱は、マンション・オフィスビル・教育施設等の管理業務を受託するとともに、管理に付

随する修繕工事・テナント工事等の請負を行っております。

・野村不動産ライフ＆スポーツ㈱は、フィットネスクラブ事業を行っております。

・野村不動産熱供給㈱は、「横浜ビジネスパーク」（神奈川県横浜市保土ヶ谷区）において地域冷暖房事業を行って

おります。

・野村不動産ウェルネス㈱は、シニア向け住宅・サービス等の開発企画・運営を行っております。 

 なお、野村不動産㈱は、同社が行うシニア事業の推進及び不動産の取得・管理等を行っております。

・野村不動産アメニティサービス㈱は、主に野村不動産パートナーズ㈱よりオフィスビル等の清掃業務を受託してお

ります。

・ＮＦパワーサービス㈱は、電気エネルギーの売買・仲介・供給を行っております。

 ＜その他部門＞ 

・野村不動産㈱は、土地及び建物の売買・賃貸を行っております。

 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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（注）平成29年10月に新たに設立いたしました野村不動産ホテルズ㈱について、賃貸事業と一体となった事業推進を

   行うため、「賃貸部門」に区分しております。また、平成30年４月より「住宅部門」に区分しておりました野

   村不動産リフォーム㈱について、運営管理事業と一体となった事業推進を行うため、「運営管理部門」の区分

   に変更しております。
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３．会計基準の選択に関する基本的な考え方

 当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、日本基準に基づき連結財務諸表

を作成しております。なお、国際会計基準の適用については、株主構成及び国内の同業他社の動向等を踏まえ、適切に

対応していく方針であります。

 

- 10 -

野村不動産ホールディングス株式会社（3231）平成30年3月期　決算短信


	renketsu_20180426_Part3
	renketsu_20180426_Part4
	renketsu_20180426_Part5
	renketsu_20180426_Part6
	renketsu_20180426_Part7
	renketsu_20180426_Part8
	renketsu_20180426_Part9
	renketsu_20180426_Part10
	renketsu_20180426_Part11
	renketsu_20180426_Part12

