
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30年７月１日から平

成30年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は、平成30年７月１日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しており

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：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成30年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 52,347 55,006 

受取手形及び売掛金 17,308 14,698 

有価証券 9,000 － 

販売用不動産 102,884 93,100 

仕掛販売用不動産 261,278 346,192 

開発用不動産 ※３ 228,326 ※３ 190,242 

営業エクイティ投資 9,612 11,177 

その他 36,917 48,249 

貸倒引当金 △39 △37 

流動資産合計 717,635 758,630 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） ※３ 239,026 ※３ 233,866 

土地 ※３ 592,550 ※３ 588,373 

その他（純額） ※３ 16,797 ※３ 17,527 

有形固定資産合計 848,374 839,768 

無形固定資産 12,364 12,395 

投資その他の資産    

投資有価証券 42,362 47,946 

敷金及び保証金 23,131 23,826 

繰延税金資産 20,843 19,600 

その他 8,387 8,035 

貸倒引当金 △0 △0 

投資その他の資産合計 94,725 99,407 

固定資産合計 955,464 951,571 

資産合計 1,673,099 1,710,201 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成30年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 41,696 28,372 

短期借入金 102,300 117,400 

未払法人税等 14,993 6,464 

預り金 18,807 10,213 

賞与引当金 7,679 7,621 

役員賞与引当金 590 245 

事業整理損失引当金 36 31 

その他 48,073 47,491 

流動負債合計 234,176 217,839 

固定負債    

社債 140,000 140,000 

長期借入金 635,500 684,000 

受入敷金保証金 60,241 60,292 

繰延税金負債 59,828 59,104 

再評価に係る繰延税金負債 3,900 3,900 

株式給付引当金 － 301 

転貸事業損失引当金 102 76 

退職給付に係る負債 18,375 18,113 

その他 5,991 7,762 

固定負債合計 923,940 973,551 

負債合計 1,158,116 1,191,390 

純資産の部    

株主資本    

資本金 117,072 117,205 

資本剰余金 110,316 110,449 

利益剰余金 275,299 281,714 

自己株式 △10,004 △13,571 

株主資本合計 492,683 495,797 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 4,516 5,676 

繰延ヘッジ損益 262 △456 

土地再評価差額金 7,860 7,860 

為替換算調整勘定 △225 △390 

退職給付に係る調整累計額 △3,605 △3,451 

その他の包括利益累計額合計 8,807 9,237 

新株予約権 2,424 2,457 

非支配株主持分 11,067 11,318 

純資産合計 514,982 518,811 

負債純資産合計 1,673,099 1,710,201 
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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：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年９月30日) 

営業収益 273,045 231,358 

営業原価 188,340 157,008 

営業総利益 84,704 74,350 

販売費及び一般管理費 ※１ 50,206 ※１ 48,332 

営業利益 34,497 26,018 

営業外収益    

受取利息 23 23 

受取配当金 46 43 

持分法による投資利益 37 71 

固定資産受贈益 － 54 

出資持分買取請求権譲渡益 112 － 

その他 114 89 

営業外収益合計 333 282 

営業外費用    

支払利息 3,666 4,384 

その他 789 370 

営業外費用合計 4,455 4,754 

経常利益 30,375 21,546 

特別損失    

減損損失 67 － 

建替関連損失 189 821 

固定資産移管損失 － 1,091 

特別損失合計 256 1,912 

税金等調整前四半期純利益 30,118 19,633 

法人税、住民税及び事業税 9,923 6,014 

法人税等調整額 △205 321 

法人税等合計 9,718 6,335 

四半期純利益 20,400 13,298 

非支配株主に帰属する四半期純利益 285 296 

親会社株主に帰属する四半期純利益 20,115 13,002 
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【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：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年９月30日) 

四半期純利益 20,400 13,298 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △3,644 1,159 

繰延ヘッジ損益 △285 △718 

土地再評価差額金 △0 △0 

為替換算調整勘定 △13 △19 

退職給付に係る調整額 205 153 

持分法適用会社に対する持分相当額 △76 △144 

その他の包括利益合計 △3,815 429 

四半期包括利益 16,585 13,728 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 16,300 13,432 

非支配株主に係る四半期包括利益 285 295 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年９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 30,118 19,633 

減価償却費 9,314 9,381 

持分法による投資損益（△は益） △37 △71 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △1 

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △5 △4 

転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） △41 △25 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △162 △262 

受取利息及び受取配当金 △69 △66 

支払利息 3,666 4,384 

売上債権の増減額（△は増加） 2,736 2,605 

たな卸資産の増減額（△は増加） △42,359 △29,324 

営業エクイティ投資の増減額（△は増加） △3,910 △1,564 

仕入債務の増減額（△は減少） △6,894 △13,323 

預り金の増減額（△は減少） △21,125 △8,593 

その他 △1,861 △6,836 

小計 △30,636 △24,070 

利息及び配当金の受取額 60 222 

利息の支払額 △3,488 △3,622 

法人税等の支払額 △15,396 △16,121 

営業活動によるキャッシュ・フロー △49,461 △43,591 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得による支出 △388 △4,337 

投資有価証券の売却及び清算による収入 64 59 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △34,086 △10,941 

有形及び無形固定資産の売却による収入 43 0 

敷金及び保証金の差入による支出 △719 △230 

敷金及び保証金の回収による収入 616 504 

受入敷金保証金の返還による支出 △891 △2,373 

受入敷金保証金の受入による収入 2,369 1,037 

その他 △303 118 

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,295 △16,163 

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） 56,000 35,500 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 32,000 － 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △72 △86 

長期借入れによる収入 47,000 61,000 

長期借入金の返済による支出 △24,400 △32,900 

社債の発行による収入 19,869 － 

株式の発行による収入 121 106 

自己株式の取得による支出 △0 △3,571 

配当金の支払額 △6,715 △6,586 

非支配株主への配当金の支払額 △31 △44 

財務活動によるキャッシュ・フロー 123,770 53,417 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 △2 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 41,001 △6,340 

現金及び現金同等物の期首残高 47,699 61,347 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 88,700 ※１ 55,006 
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（1）連結の範囲の重要な変更 

 LIM HOLDINGS LTDについては、第１四半期連結会計期間において新たに設立したため、連結の範囲に含め

ております。また、野村不動産リフォーム㈱については、当第２四半期連結会計期間において当社の連結子

会社である野村不動産パートナーズ㈱に吸収合併されたため、連結の範囲から除外しております。 

 

（2）持分法適用の範囲の重要な変更 

 北京首開野村不動産管理有限公司については、第１四半期連結会計期間において新たに設立したため、

NREGイノベーション１号投資事業有限責任組合、Origin One Sukhumvit 24 Co., Ltd.、Origin One 

Phromphong Co., Ltd.については、当第２四半期連結会計期間において新たに持分を取得したため、それぞ

れ持分法適用関連会社に含めております。

 

（追加情報）

 （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負

債の区分に表示しております。

 

 （取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度等）

 当社は、取締役及び執行役員（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下「取締役

等」という。）へのインセンティブプランとして、平成30年度から業績連動型株式報酬制度等（以下「本制度」

という。）を導入しています。本制度は、取締役等への報酬が当社株価に連動することにより、当社の中長期的

な企業価値向上へのインセンティブとして機能するとともに、当社株主と利害を共有できる報酬制度でありま

す。具体的には、役員報酬ＢＩＰ信託の仕組みを採用しています。あらかじめ役員報酬ＢＩＰ信託により当社株

式を取得し、役位等に応じて取締役等に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付しま

す。 

 なお、信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により、純資産の部に自己株式として計上していま

す。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当第２四半期連結会計期間末においては522百万円及び230,000株で

あります。 

 また、上記役員報酬の当第２四半期連結会計期間末における負担見込額については、株式給付引当金として計

上しています。 
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（四半期連結貸借対照表関係）

  １ 保証債務

次の顧客等について、金融機関等からの借入に対し債務保証を行っております。

前連結会計年度
（平成30年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成30年９月30日）

住宅ローン利用顧客 78,107百万円 住宅ローン利用顧客 25,178百万円

ＥＢＳビル共同事業者 466 ＥＢＳビル共同事業者 430

計 78,574 計 25,609

 

 ２ 追加出資義務等 

   下記の関係会社に対して、同社の金融機関からの借入に関連し、共同事業者と出資比率に応じた追加出資

義務等を負っております。なお、関係会社の借入残高は次のとおりであり、（ ）は当社の同社への出資

比率に基づく金額であります。 

前連結会計年度
（平成30年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成30年９月30日）

－ ORIGIN RAMKHAMHAENG COMPANY 

LIMITED 

210百万円

(102) 

－ ORIGIN PRIME 2 COMPANY LIMITED 192

  (94) 

－ ORIGIN PARK T1 COMPANY LIMITED 6,300

  (3,087) 

－ 計 6,702 

    (3,284) 

 

※３ 資産の保有目的の見直しを行った結果、以下の金額を振り替えております。 

 
 前連結会計年度

（平成30年３月31日）
 当第２四半期連結会計期間

（平成30年９月30日）

開発用不動産から固定資産 6,959百万円 －百万円 

固定資産から開発用不動産 － 7,820 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
 前第２四半期連結累計期間 

（自  平成29年４月１日 
  至  平成29年９月30日） 

 当第２四半期連結累計期間 
（自  平成30年４月１日 

  至  平成30年９月30日） 

広告宣伝費 9,543百万円 6,760百万円 

従業員給料手当 13,150 13,673 

賞与引当金繰入額 6,360 6,253 

役員賞与引当金繰入額 328 249 

退職給付費用 1,363 1,288 

貸倒引当金繰入額 1 1 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※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は下記

   のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自  平成29年４月１日
至  平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成30年４月１日
至  平成30年９月30日）

現金及び預金勘定 53,702百万円 55,006百万円

有価証券勘定 35,000 －

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2 －

現金及び現金同等物 88,700 55,006
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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29年４月１日 至 平成29年９月30日）

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年４月27日

取締役会
普通株式 6,715 35 平成29年３月31日 平成29年６月８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
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年10月26日

取締役会
普通株式 6,719 35 平成29年９月30日 平成29年12月１日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日）

１．配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年４月26日

取締役会
普通株式 6,586 35 平成30年３月31日 平成30年６月５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
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年10月29日

取締役会
普通株式 7,015 37.5 平成30年９月30日 平成30年12月３日 利益剰余金

  （注）平成30年10月29日開催の取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式に対

する配当金８百万円が含まれております。

 

- 24 -

2018/11/08 13:41:46／18434765_野村不動産ホールディングス株式会社_第２四半期報告書



（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29年４月１日 至 平成29年９月30日） 

 １．報告セグメントごとの売上高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 
その他
（注）１ 

合計 
調整額

（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）３ 
  住宅事業 賃貸事業 

資産運用
事業 

仲介・
CRE事業 

運営管理
事業 

計 

売上高                    

外部顧客への

売上高 
145,531 59,966 4,546 16,722 46,226 272,993 52 273,045 － 273,045 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

422 1,193 － 1,165 4,027 6,808 0 6,808 △6,808 － 

計 145,954 61,160 4,546 17,887 50,253 279,801 52 279,854 △6,808 273,045 

セグメント利益

又は損失（△） 
10,219 15,890 2,860 4,458 3,150 36,579 △1 36,577 △2,079 34,497 

  （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 

       ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△2,079百万円には、セグメント間取引消去1,327百万円及び

各報告セグメントに配分していない全社費用△3,406百万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。 

     ３．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。 

 

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  （固定資産に係る重要な減損損失） 

（単位：百万円） 

  住宅事業 賃貸事業 資産運用事業 仲介・CRE事業 運営管理事業 合計

減損損失 － 67 － － － 67
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日） 

 １．報告セグメントごとの売上高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 
その他
（注）１ 

合計 
調整額

（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

（注）３ 
  住宅事業 賃貸事業 

資産運用
事業 

仲介・
CRE事業 

運営管理
事業 

計 

売上高                    

外部顧客への

売上高 
95,597 69,100 4,501 16,229 45,883 231,311 46 231,358 － 231,358 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

480 1,170 － 740 5,288 7,679 0 7,679 △7,679 － 

計 96,078 70,270 4,501 16,969 51,172 238,991 46 239,038 △7,679 231,358 

セグメント利益

又は損失（△） 
857 18,384 2,772 2,882 3,127 28,025 △15 28,010 △1,991 26,018 

  （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 

       ２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,991百万円には、セグメント間取引消去736百万円及び各

報告セグメントに配分していない全社費用△2,728百万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。 

     ３．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。 

 

２．報告セグメントの変更等に関する情報 

第１四半期連結会計期間より、「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。 

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成し

たものを開示しております。 

 

 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。 
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下

のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日）

(1）１株当たり四半期純利益 104円81銭 69円26銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）
20,115 13,002

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益（百万円）
20,115 13,002

普通株式の期中平均株式数（千株） 191,927 187,726

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 104円28銭 68円84銭

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（千株） 965 1,161

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

野村不動産ホールディングス株

式会社 2017年度第３回新株予

約権（新株予約権の数 4,564

個）。

－

 （注）役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式を、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、控除した当該自己株式

の期中平均株式数は、当第２四半期連結累計期間において、16千株です。 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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２【その他】

平成30年10月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………7,015百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………37.5円

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成30年12月３日

 （注） 平成30年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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