
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。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、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

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３四半期連結会計期間（平成30年10月１日から平

成30年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年12月31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３四半期連結会計期間 

(平成30年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 52,347 52,157 

受取手形及び売掛金 17,308 14,550 

有価証券 9,000 － 

販売用不動産 102,884 129,155 

仕掛販売用不動産 261,278 345,961 

開発用不動産 ※３ 228,326 ※３ 169,714 

営業エクイティ投資 9,612 16,663 

その他 36,917 55,939 

貸倒引当金 △39 △37 

流動資産合計 717,635 784,105 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） ※３ 239,026 ※３ 233,604 

土地 ※３ 592,550 ※３ 582,772 

その他（純額） ※３ 16,797 ※３ 17,624 

有形固定資産合計 848,374 834,000 

無形固定資産 12,364 16,625 

投資その他の資産    

投資有価証券 42,362 45,890 

敷金及び保証金 23,131 23,893 

繰延税金資産 20,843 20,971 

その他 8,387 7,900 

貸倒引当金 △0 △0 

投資その他の資産合計 94,725 98,654 

固定資産合計 955,464 949,281 

資産合計 1,673,099 1,733,386 
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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３四半期連結会計期間 

(平成30年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 41,696 31,349 

短期借入金 102,300 123,900 

コマーシャル・ペーパー － 13,500 

未払法人税等 14,993 2,144 

預り金 18,807 11,380 

賞与引当金 7,679 4,203 

役員賞与引当金 590 367 

事業整理損失引当金 36 29 

その他 48,073 51,396 

流動負債合計 234,176 238,271 

固定負債    

社債 140,000 140,000 

長期借入金 635,500 695,500 

受入敷金保証金 60,241 61,118 

繰延税金負債 59,828 54,086 

再評価に係る繰延税金負債 3,900 3,900 

株式給付引当金 － 459 

転貸事業損失引当金 102 63 

退職給付に係る負債 18,375 18,082 

その他 5,991 7,328 

固定負債合計 923,940 980,539 

負債合計 1,158,116 1,218,810 

純資産の部    

株主資本    

資本金 117,072 117,237 

資本剰余金 110,316 110,481 

利益剰余金 275,299 282,262 

自己株式 △10,004 △17,838 

株主資本合計 492,683 492,143 

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 3,966 

繰延ヘッジ損益 262 179 

土地再評価差額金 7,860 7,860 

為替換算調整勘定 △225 △376 

退職給付に係る調整累計額 △3,605 △3,375 

その他の包括利益累計額合計 8,807 8,254 

新株予約権 2,424 2,424 

非支配株主持分 11,067 11,752 

純資産合計 514,982 514,576 

負債純資産合計 1,673,099 1,733,386 
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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３四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年12月31日) 

営業収益 409,652 350,857 

営業原価 282,782 239,657 

営業総利益 126,870 111,199 

販売費及び一般管理費 75,167 74,188 

営業利益 51,702 37,010 

営業外収益    

受取利息 34 33 

受取配当金 65 56 

持分法による投資利益 38 155 

固定資産受贈益 － 54 

出資持分買取請求権譲渡益 111 － 

その他 191 216 

営業外収益合計 442 517 

営業外費用    

支払利息 5,529 6,612 

その他 1,076 789 

営業外費用合計 6,605 7,401 

経常利益 45,539 30,126 

特別損失    

減損損失 3,614 － 

建替関連損失 242 821 

固定資産移管損失 － 1,091 

特別損失合計 3,856 1,912 

税金等調整前四半期純利益 41,682 28,213 

法人税、住民税及び事業税 13,933 10,776 

法人税等調整額 △257 △3,599 

法人税等合計 13,675 7,176 

四半期純利益 28,006 21,036 

非支配株主に帰属する四半期純利益 517 470 

親会社株主に帰属する四半期純利益 27,489 20,566 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

    （単位：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年12月31日) 

四半期純利益 28,006 21,036 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △4,312 △550 

繰延ヘッジ損益 △459 △82 

土地再評価差額金 △0 △0 

為替換算調整勘定 △20 84 

退職給付に係る調整額 307 230 

持分法適用会社に対する持分相当額 △76 △235 

その他の包括利益合計 △4,560 △553 

四半期包括利益 23,445 20,483 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 22,928 20,013 

非支配株主に係る四半期包括利益 517 470 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成30年４月１日 
 至 平成30年12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 41,682 28,213 

減価償却費 14,063 14,162 

持分法による投資損益（△は益） △38 △155 

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） △8 △6 

転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） △62 △38 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △170 △293 

受取利息及び受取配当金 △100 △89 

支払利息 5,529 6,612 

売上債権の増減額（△は増加） 1,373 3,051 

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,227 △44,798 

営業エクイティ投資の増減額（△は増加） △5,872 △7,051 

仕入債務の増減額（△は減少） △8,528 △10,835 

預り金の増減額（△は減少） △19,552 △7,426 

その他 △522 △10,301 

小計 △29,440 △28,961 

利息及び配当金の受取額 82 232 

利息の支払額 △5,082 △5,447 

法人税等の支払額 △25,041 △23,434 

営業活動によるキャッシュ・フロー △59,481 △57,611 

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 △4,067 △4,629 

投資有価証券の売却及び清算による収入 2,689 105 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
－ △3,655 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入 
－ 520 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △55,975 △17,325 

有形及び無形固定資産の売却による収入 139 0 

敷金及び保証金の差入による支出 △837 △328 

敷金及び保証金の回収による収入 980 706 

受入敷金保証金の返還による支出 △1,336 △2,822 

受入敷金保証金の受入による収入 2,791 1,996 

その他 273 254 

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,342 △25,177 

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） 65,500 46,000 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 46,000 13,500 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △112 △125 

長期借入れによる収入 60,000 89,500 

長期借入金の返済による支出 △43,900 △53,900 

社債の発行による収入 19,869 － 

社債の償還による支出 △10,000 － 

株式の発行による収入 206 114 

自己株式の取得による支出 △5,301 △7,840 

配当金の支払額 △13,435 △13,602 

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 118,795 73,601 

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △2 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,973 △9,189 

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 51,673 ※１ 52,157 
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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、Zen Plaza 

Investment Limitedについては、当第３四半期連結会計期間において新たに設立したため、Lothbury 

Investment Management Group Limited他11社については、当第３四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、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、虎ノ

門リアルエステート㈱については、当第３四半期連結会計期間において株式を売却したため、それぞれ連結

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、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、PARK 

ORIGIN RATCHATHEWI COMPANY LIMITED、DRIC Peridot Limitedについては、当第３四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。また、Nomura Real 

Estate UK Limitedについては、当第３四半期連結会計期間において清算結了のため、持分法適用の範囲から

除外しております。 

 

（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３四半期連結会計期間末においては3,405百万円及び1,541,000

株であります。 

 また、上記役員報酬の当第３四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３四半期連結会計期間
（平成30年12月31日）

住宅ローン利用顧客 78,107百万円 住宅ローン利用顧客 24,149百万円

ＥＢＳビル共同事業者 466 ＥＢＳビル共同事業者 411

計 78,574 計 24,561

 

 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３四半期連結会計期間
（平成30年12月31日）

－ ORIGIN RAMKHAMHAENG COMPANY 

LIMITED 

204百万円

(100) 

－ ORIGIN PRIME 2 COMPANY LIMITED 187

  (91) 

－ 

 

ORIGIN PARK T1 COMPANY LIMITED 6,820

  (3,341) 

－ ORIGIN SPHERE COMPANY LIMITED 947

  (464) 

－ ORIGIN VERTICAL COMPANY 

LIMITED
1,484

  (727) 

－ 計 9,644 

    (4,725) 

 

※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３四半期連結会計期間

（平成30年12月31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３四半期連結累計期間
（自  平成29年４月１日
至  平成29年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成30年４月１日
至  平成30年12月31日）

現金及び預金勘定 51,675百万円 52,157百万円

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 51,673 52,157
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（株主資本等関係）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日）

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

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３四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日）

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

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。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31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 
221,783 87,878 7,088 24,243 68,583 409,577 74 409,652 － 409,652 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

587 1,786 － 1,637 6,041 10,052 0 10,052 △10,052 － 

計 222,371 89,665 7,088 25,881 74,624 419,630 75 419,705 △10,052 409,652 

セグメント利益
又は損失（△） 

15,686 24,051 4,501 5,702 4,595 54,538 △5 54,532 △2,829 51,702 

  （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△2,829百万円には、セグメント間取引消去1,876百万円及び

各報告セグメントに配分していない全社費用△4,705百万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 － 3,614 － － － 3,614 
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31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 
160,316 89,462 7,094 24,273 69,640 350,787 69 350,857 － 350,857 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

637 1,751 － 1,240 7,610 11,239 0 11,240 △11,240 － 

計 160,953 91,214 7,094 25,513 77,251 362,027 69 362,097 △11,240 350,857 

セグメント利益

又は損失（△） 
2,075 23,745 4,478 4,352 5,030 39,681 △23 39,657 △2,647 37,010 

  （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△2,647百万円には、セグメント間取引消去1,178百万円及び

各報告セグメントに配分していない全社費用△3,826百万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３四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 

（のれんの金額の重要な変動） 

 「資産運用部門」において、英国の不動産運用会社Lothbury Investment Management Group Limitedを

連結の範囲に含めたことにより、当第３四半期連結累計期間においてのれんが4,060百万円増加しており

ます。 

 なお、のれんの金額は取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。
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（企業結合等関係）

取得による企業結合

１．企業結合の概要 

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

名称    Lothbury Investment Management Group Limited他11社

（以下、Lothbury社）

事業の内容 資産運用

(2) 企業結合を行った主な理由

英国での際立った投資運用能力を有し、英国および海外の機関投資家から高く評価されているLothbury

社との協働により、機関投資家のグローバルな不動産投資に貢献するなど、当社の資産運用ビジネスを発

展させるためであります。

(3) 企業結合日

平成30年11月30日

(4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする持分の取得

(5) 結合後企業の名称

変更はありません。

(6) 取得した議決権比率

75％

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社の連結子会社であるLIM HOLDINGS LTDが現金を対価として持分を取得したことによるものです。

 

２．当第３四半期連結累計期間にかかる四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

被取得企業の決算日は12月31日であり、連結決算日と３ヶ月異なっております。効力発生日が平成30年11

月30日であるため、当第３四半期におきましては、被取得企業の平成30年11月30日現在の貸借対照表のみを

連結しております。

 

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

現金及び預金     4,734百万円 

取得原価       4,734百万円 

なお、取得の対価の一部が未確定であるため、暫定的な金額であります。 

 

４．主要な取得関連費用の内容及び金額

当第３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に及ぼす影響額が軽微であるため、記載を省略してお

ります。 

 

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれんの金額 

4,060百万円 

当該金額は、取得原価の配分が完了していないため、暫定的に算定された金額であります。 

(2) 発生原因 

被取得企業の取得原価が企業結合時における時価純資産を上回ったため、その差額をのれんとして認識し

ております。 

(3) 償却方法及び償却期間 

投資効果の発現する期間を見積もり、合理的な期間で均等償却する予定であります。なお、投資効果の発

現する期間については、現在算定中であります。 
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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３四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益 143円39銭 109円92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）
27,489 20,566

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） 
27,489 20,566

普通株式の期中平均株式数（千株） 191,704 187,098

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 142円61銭 109円27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） 1,046 1,124

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)。

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4,524

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３四半期連結累計期間において、314千株です。 

 

（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、支払いを行っております。
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