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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３四半期連結累計期間における当社グループの経営成績は、売上高は331,560百万円（前年同期比△19,296

百万円、5.5％減）、営業利益は28,183百万円（同△8,826百万円、23.8％減）、事業利益は28,920百万円（同

△8,444百万円、22.6％減）、経常利益は21,935百万円（同△8,190百万円、27.2％減）、親会社株主に帰属する四

半期純利益は14,662百万円（同△5,903百万円、28.7％減）となりました。

（注）事業利益 ＝ 営業利益 ＋ 持分法投資損益 ＋ 企業買収に伴い発生する無形固定資産の償却費

 

 部門ごとの業績の概要は、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。

 第１四半期連結会計期間より、「賃貸部門」としていた報告セグメントの名称を「都市開発部門」に変更してお

ります。また、「運営管理部門」に区分しておりました野村不動産ライフ＆スポーツ㈱を「都市開発部門」の区分

に、野村不動産ウェルネス㈱及び野村不動産㈱のシニア事業を「住宅部門」の区分に、「都市開発部門」に区分し

ておりました野村不動産㈱の賃貸住宅事業を「住宅部門」の区分に変更しております。

 これに伴い、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度の数値については、変更後の部門の区分に基づいて

作成しております。

 なお、2019年４月１日付でＮＦパワーサービス㈱は、株式の一部を譲渡したことにより、連結子会社から外れて

おります。

 

＜住宅部門＞ 

 当部門の売上高は93,624百万円（前年同期比△77,021百万円、45.1％減）、事業損失は8,531百万円（前年同四

半期連結累計期間は事業利益3,715百万円）と、前第３四半期連結累計期間と比べ減収減益となりました。

 これは主に、住宅分譲事業において、計上戸数が減少したことによるものであります。なお、前連結会計年度に

比べて当連結会計年度は、第４四半期連結会計期間に完成・売上計上される物件が多い見込みであります。

 住宅分譲事業において、当連結会計年度の計上予定戸数5,100戸に対して、1,379戸（前年同期比1,204戸減）を

計上いたしました。なお、当連結会計年度の計上予定売上高に対する当第３四半期連結会計期間末における契約進

捗率は91.1％となります。

 また、当第３四半期連結会計期間末における契約済未計上残高は4,750戸（前年同期比184戸増）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

 

前第３四半期連結累計期間 

（自 2018年４月１日 

至 2018年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 2019年４月１日 

至 2019年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 2018年４月１日 

至 2019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) 
計上戸数 

売上高 

(百万円) 

住宅 

分譲 

首都圏 1,988戸 117,437 1,027戸 61,034 4,295戸 264,695 

関西圏 454戸 22,330 321戸 16,169 830戸 40,719 

その他 141戸 6,790 30戸 1,163 764戸 36,641 

小計 2,583戸 146,557 1,379戸 78,367 5,890戸 342,055 

(うち戸建住宅) (271戸) (17,089) (228戸) (15,365) (647戸) (44,378) 

賃貸住宅・シニア － 9,692 － 3,891 － 12,615 

その他 － 14,395 － 11,365 － 20,701 

合計 － 170,646 － 93,624 － 375,373 
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   住宅分譲 期末完成在庫数（販売中）

 
前第３四半期連結会計期間末 

（2018年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（2019年12月31日） 

前連結会計年度末 

（2019年３月31日） 

首都圏 163戸 79戸 147戸

関西圏 60戸 12戸 62戸

その他 0戸 0戸 19戸

合計 224戸 92戸 229戸

(うち戸建住宅) (25戸) (23戸) (35戸)

 

   住宅分譲 期末完成在庫数（未販売） 

 
前第３四半期連結会計期間末 

（2018年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（2019年12月31日） 

前連結会計年度末 

（2019年３月31日） 

合計 64戸 27戸 47戸

(うち戸建住宅) (13戸) (7戸) (9戸)

 

   住宅分譲 契約済未計上残高

 

前第３四半期連結会計期間末 

（2018年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（2019年12月31日） 

前連結会計年度末 

（2019年３月31日） 

戸数
契約残高

（百万円）
戸数

契約残高

（百万円）
戸数

契約残高

（百万円）

首都圏 3,191戸 214,513 3,514戸 247,804 2,204戸 156,292

関西圏 562戸 29,647 560戸 30,996 410戸 21,694

その他 812戸 42,913 675戸 37,816 381戸 22,222

合計 4,566戸 287,074 4,750戸 316,617 2,996戸 200,209

(うち戸建住宅) (274戸) (20,019) (195戸) (12,976) (21戸) (1,608)
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＜都市開発部門＞ 

 当部門の売上高は146,933百万円（前年同期比53,058百万円、56.5％増）、事業利益は24,727百万円（同2,029百

万円、8.9％増）と、前第３四半期連結累計期間と比べ増収増益となりました。

 これは主に、物件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）

 

前第３四半期連結累計期間 

（自 2018年４月１日 
至 2018年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 2019年４月１日 
至 2019年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 2018年４月１日 
至 2019年３月31日） 

賃貸（オフィス） 41,125 36,602 53,975

賃貸（商業施設） 10,341 9,798 13,817

賃貸（その他） 5,816 6,190 7,974

収益不動産（売却） 13,963 62,729 65,350

収益不動産（賃貸） 3,119 5,279 4,533

フィットネス 12,406 12,862 16,647

その他 7,102 13,472 9,312

合計 93,875 146,933 171,612

 

   賃貸床面積 

 
前第３四半期連結会計期間末 

（2018年12月31日） 
当第３四半期連結会計期間末 

（2019年12月31日） 
前連結会計年度末 

（2019年３月31日） 

オフィス 828,671㎡ 793,484㎡ 784,122㎡

商業施設 174,622㎡ 171,877㎡ 169,497㎡

合計 1,003,292㎡ 965,360㎡ 953,620㎡

 

   空室率（オフィス・商業施設） 

前第３四半期連結会計期間末 
（2018年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（2019年12月31日） 

前連結会計年度末 
（2019年３月31日） 

3.9％ 3.9％ 4.7％

 

＜資産運用部門＞ 

 当部門の売上高は9,064百万円（前年同期比1,970百万円、27.8％増）、事業利益は5,417百万円（同938百万円、

21.0％増）と、前第３四半期連結累計期間と比べ増収増益となりました。

 これは主に、国内運用会社において運用資産残高が増加したこと、及び前連結会計年度において英国不動産運用

会社Lothbury社を連結子会社としたことによるものであります。 

 

                                           （単位：百万円） 

 

前第３四半期連結累計期間 

（自 2018年４月１日 
至 2018年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 2019年４月１日 
至 2019年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 2018年４月１日 
至 2019年３月31日） 

売上高 7,094 9,064 9,641
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   運用資産残高                                  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結会計期間末 

（2018年12月31日） 
当第３四半期連結会計期間末 

（2019年12月31日） 
前連結会計年度末 

（2019年３月31日） 

国内運用会社
ＲＥＩＴ 1,243,351 1,308,255 1,290,999

私募ファンド等 72,192 122,400 75,474

海外運用会社 320,335 282,252 303,002

合計 1,635,880 1,712,908 1,669,476

 

＜仲介・ＣＲＥ部門＞ 

 当部門の売上高は27,092百万円（前年同期比1,578百万円、6.2％増）、事業利益は4,935百万円（同583百万円、

13.4％増）と、前第３四半期連結累計期間と比べ増収増益となりました。

 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ことによるものであります。 

 

   売上高内訳                                   （単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間 

（自 2018年４月１日 
至 2018年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 2019年４月１日 
至 2019年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 2018年４月１日 
至 2019年３月31日） 

売買仲介 23,138 25,158 33,136

その他 2,375 1,933 4,162

合計 25,513 27,092 37,298

 

   売買仲介取扱件数・取扱高 

 

前第３四半期連結累計期間 

（自 2018年４月１日 

至 2018年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 2019年４月１日 

至 2019年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 2018年４月１日 

至 2019年３月31日） 

取扱件数（件） 6,492 6,948 8,922

取扱高（百万円） 540,237 643,494 767,324

 

＜運営管理部門＞ 

 当部門の売上高は66,863百万円（前年同期比1,833百万円、2.8％増）、事業利益は5,523百万円（同730百万円、

15.2％増）と、前第３四半期連結累計期間と比べ増収増益となりました。

 これは主に、受注工事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）

 

前第３四半期連結累計期間 

（自 2018年４月１日 

至 2018年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 2019年４月１日 

至 2019年12月31日） 

前連結会計年度 

（自 2018年４月１日 

至 2019年３月31日） 

運営管理 38,573 39,777 51,524

受注工事 21,118 23,145 32,371

その他 5,337 3,940 7,478

合計 65,030 66,863 91,374
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   管理受託数 

 
前第３四半期連結会計期間末 

（2018年12月31日） 
当第３四半期連結会計期間末 

（2019年12月31日） 

前連結会計年度末 

(2019年３月31日) 

ビル等管理件数（件） 734 729 732

住宅管理戸数（戸） 174,708 177,688 177,582

 

＜その他部門＞ 

 当部門の売上高は146百万円（前年同期比76百万円、109.6％増）、事業損失は27百万円（前年同四半期連結累計

期間は事業損失23百万円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明 

                                             （単位：百万円） 

 
前連結会計年度末 

（2019年３月31日） 
当第３四半期連結会計期間末 

（2019年12月31日） 
増減額 増減率

総資産 1,759,455 1,811,542 52,087 3.0％

総負債 1,217,893 1,272,643 54,750 4.5％

純資産 541,562 538,899 △2,662 △0.5％

自己資本比率 29.9％ 28.9％ － －

 

 総資産は1,811,542百万円となり、前連結会計年度末に比べ52,087百万円増加いたしました。これは主に、有価

証券（37,000百万円減）ならびに現金及び預金（25,546百万円減）が減少した一方で、たな卸資産（88,533百万円

増）ならびに投資有価証券（19,513百万円増）が増加したことによるものであります。

 総負債は1,272,643百万円となり、前連結会計年度末に比べ54,750百万円増加いたしました。これは主に、借入

金（60,000百万円増）が増加したことによるものであります。

 純資産は538,899百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,662百万円減少いたしました。これは主に、利益剰余

金（287百万円増）ならびにその他有価証券評価差額金（3,624百万円増）が増加した一方で、自己株式（6,463百

万円減）の取得を行っ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、28.9％（前連結会計年度末比1.0ポイント減）となりました。

 

（キャッシュ・フローの状況）

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は54,926百万円となり、前連結会計年度末と比

べ、63,404百万円の減少となりました。

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、116,340百万円（前年同期比58,729百万円減）の資金の減少となり

ました。これは主に、たな卸資産の増加ならびに仕入債務の減少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」は、23,085百万円（同2,092百万円増）の資金の減少となりました。こ

れは主に、投資有価証券の取得ならび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」は、76,150百万円（同2,549百万円増）の資金の増加となりました。こ

れは主に、配当金の支払い及び自己株式の取得を行った一方で、借入金による資金調達を行ったことによるもので

あります。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 2019年４月25日に公表しました連結業績予想の変更はありません。
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