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１１１１１１１１........当社ビジネスモデル当社ビジネスモデル当社ビジネスモデル当社ビジネスモデル当社ビジネスモデル当社ビジネスモデル当社ビジネスモデル当社ビジネスモデル

１１１１

リース建築事業（賃貸建物経営）におけるトータルサポートシステムが、リース建築事業（賃貸建物経営）におけるトータルサポートシステムが、リース建築事業（賃貸建物経営）におけるトータルサポートシステムが、リース建築事業（賃貸建物経営）におけるトータルサポートシステムが、

顧客（特に施主様）を満足させ、会社の安定成長に寄与します。顧客（特に施主様）を満足させ、会社の安定成長に寄与します。顧客（特に施主様）を満足させ、会社の安定成長に寄与します。顧客（特に施主様）を満足させ、会社の安定成長に寄与します。

設計設計設計設計・施工・施工・施工・施工

設計設計設計設計・施工・施工・施工・施工

建設建設建設建設事業（フロー）事業（フロー）事業（フロー）事業（フロー） 不動産賃貸不動産賃貸不動産賃貸不動産賃貸事業（ストック）事業（ストック）事業（ストック）事業（ストック）

リース建築事業（賃貸建物経営）にかかわるすべての業務を一括して請負リース建築事業（賃貸建物経営）にかかわるすべての業務を一括して請負リース建築事業（賃貸建物経営）にかかわるすべての業務を一括して請負リース建築事業（賃貸建物経営）にかかわるすべての業務を一括して請負

ハッピー・オーナーズ・システムハッピー・オーナーズ・システムハッピー・オーナーズ・システムハッピー・オーナーズ・システム

（（（（サブリース経営代行サブリース経営代行サブリース経営代行サブリース経営代行システム）システム）システム）システム）

仲介管理仲介管理仲介管理仲介管理

仲介管理仲介管理仲介管理仲介管理

経営計画

経営計画

建築設計

建築設計

施工

施工

仲介・管理

仲介・管理

メンテナンス・経営代行

メンテナンス・経営代行

【 グループ会社との関係 】

営営営営 業業業業

営営営営 業業業業

■建設資金の一部融資■建設資金の一部融資■建設資金の一部融資■建設資金の一部融資 ■建築資材・ステンレス製品の提供■建築資材・ステンレス製品の提供■建築資材・ステンレス製品の提供■建築資材・ステンレス製品の提供 ■物件の管理■物件の管理■物件の管理■物件の管理

■生・損保商品の販売■生・損保商品の販売■生・損保商品の販売■生・損保商品の販売 ■サブリース事業■サブリース事業■サブリース事業■サブリース事業

事業プランニング

事業プランニング



㈱東通トラベル㈱東通トラベル㈱東通トラベル㈱東通トラベル

資本金：資本金：資本金：資本金：30303030百万円百万円百万円百万円

旅行代理店旅行代理店旅行代理店旅行代理店

東建リースファンド㈱東建リースファンド㈱東建リースファンド㈱東建リースファンド㈱

資本金：資本金：資本金：資本金：250250250250百万円百万円百万円百万円

建設資金融資、生･損保代理店建設資金融資、生･損保代理店建設資金融資、生･損保代理店建設資金融資、生･損保代理店

旅行及び旅行及び旅行及び旅行及び

関連商品の提供関連商品の提供関連商品の提供関連商品の提供

ＰＲ計画に基づくＰＲ計画に基づくＰＲ計画に基づくＰＲ計画に基づく

企画･製作依頼企画･製作依頼企画･製作依頼企画･製作依頼

広告・宣伝の提供広告・宣伝の提供広告・宣伝の提供広告・宣伝の提供

施主・施主・施主・施主・

入居者紹介入居者紹介入居者紹介入居者紹介

ゴルフ場、ホテルゴルフ場、ホテルゴルフ場、ホテルゴルフ場、ホテル

施設賃貸施設賃貸施設賃貸施設賃貸

東建コーポレーション㈱東建コーポレーション㈱東建コーポレーション㈱東建コーポレーション㈱東建コーポレーション㈱東建コーポレーション㈱東建コーポレーション㈱東建コーポレーション㈱

（企画、設計、施工、仲介、管理）（企画、設計、施工、仲介、管理）（企画、設計、施工、仲介、管理）（企画、設計、施工、仲介、管理）（企画、設計、施工、仲介、管理）（企画、設計、施工、仲介、管理）（企画、設計、施工、仲介、管理）（企画、設計、施工、仲介、管理）

㈱東通エィジェンシー㈱東通エィジェンシー㈱東通エィジェンシー㈱東通エィジェンシー

資本金：資本金：資本金：資本金：20202020百万円百万円百万円百万円

総合広告代理店総合広告代理店総合広告代理店総合広告代理店

㈲東建大津通Ａ、Ｂ㈲東建大津通Ａ、Ｂ㈲東建大津通Ａ、Ｂ㈲東建大津通Ａ、Ｂ

資本金：資本金：資本金：資本金：3333百万円百万円百万円百万円

不動産事業不動産事業不動産事業不動産事業㈲東通千種タワー㈲東通千種タワー㈲東通千種タワー㈲東通千種タワー

資本金：資本金：資本金：資本金：3333百万円百万円百万円百万円

不動産事業不動産事業不動産事業不動産事業

東建ビル管理㈱東建ビル管理㈱東建ビル管理㈱東建ビル管理㈱

資本金：資本金：資本金：資本金：498498498498百万円百万円百万円百万円

サブリース事業サブリース事業サブリース事業サブリース事業

物件の管理物件の管理物件の管理物件の管理

サブリース委託サブリース委託サブリース委託サブリース委託

＝建設事業＝建設事業＝建設事業＝建設事業

出資出資出資出資

出資出資出資出資

出資出資出資出資

＝不動産賃貸事業＝不動産賃貸事業＝不動産賃貸事業＝不動産賃貸事業 ＝その他の事業＝その他の事業＝その他の事業＝その他の事業

ナスラック㈱ナスラック㈱ナスラック㈱ナスラック㈱

資本金：資本金：資本金：資本金：90909090百万百万百万百万円円円円

国内外建材の調達国内外建材の調達国内外建材の調達国内外建材の調達

鉄骨、木製建具の加工・製造鉄骨、木製建具の加工・製造鉄骨、木製建具の加工・製造鉄骨、木製建具の加工・製造

システムキッチン、システムキッチン、システムキッチン、システムキッチン、

ステンレス流し台、ステンレス流し台、ステンレス流し台、ステンレス流し台、

洗面化粧台等の製造・洗面化粧台等の製造・洗面化粧台等の製造・洗面化粧台等の製造・ 販売販売販売販売

建設資材の建設資材の建設資材の建設資材の

提供提供提供提供

上海東販国際貿易有限公司上海東販国際貿易有限公司上海東販国際貿易有限公司上海東販国際貿易有限公司

資本金：資本金：資本金：資本金：23232323百万円百万円百万円百万円

建材製品・日用雑貨等の提供建材製品・日用雑貨等の提供建材製品・日用雑貨等の提供建材製品・日用雑貨等の提供

建設資材の建設資材の建設資材の建設資材の

提供提供提供提供

****H22H22H22H22年年年年4444月月月月 10101010億円から減資億円から減資億円から減資億円から減資

東建多度カントリー㈱東建多度カントリー㈱東建多度カントリー㈱東建多度カントリー㈱

資本金：資本金：資本金：資本金：50505050百万円百万円百万円百万円

ゴルフ場、ホテル運営ゴルフ場、ホテル運営ゴルフ場、ホテル運営ゴルフ場、ホテル運営

東建ﾘｿﾞｰﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱東建ﾘｿﾞｰﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱東建ﾘｿﾞｰﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱東建ﾘｿﾞｰﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

資本金：資本金：資本金：資本金：101010100000百万円百万円百万円百万円

リゾート事業リゾート事業リゾート事業リゾート事業

２２２２２２２２........連結グループ会社の連結グループ会社の連結グループ会社の連結グループ会社の連結グループ会社の連結グループ会社の連結グループ会社の連結グループ会社の概況概況概況概況概況概況概況概況

２２２２

****HHHH25252525年年年年5555月月月月 3333億円から億円から億円から億円から増増増増資資資資



ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ........ 第第第第第第第第22222222四半期累計四半期累計四半期累計四半期累計四半期累計四半期累計四半期累計四半期累計

決算説明決算説明決算説明決算説明決算説明決算説明決算説明決算説明

３３３３



１１１１１１１１........連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書

（（（（単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円））））

（決算資料P1・4 ）

1,169.21,169.21,169.21,169.2

( + 6.1%)( + 6.1%)( + 6.1%)( + 6.1%)1,101.81,101.81,101.81,101.8

( + 6.1%)( + 6.1%)( + 6.1%)( + 6.1%)

1,251.91,251.91,251.91,251.9

( + 7.1%)( + 7.1%)( + 7.1%)( + 7.1%)

0.00.00.00.0

300.0300.0300.0300.0

600.0600.0600.0600.0

900.0900.0900.0900.0

1,200.01,200.01,200.01,200.0

1,500.01,500.01,500.01,500.0

12/10期12/10期12/10期12/10期 13/10期 13/10期 13/10期 13/10期 14/10期14/10期14/10期14/10期

売上高売上高売上高売上高
売上高売上高売上高売上高

４４４４

計画値計画値計画値計画値

1111,,,,227.6227.6227.6227.6億円億円億円億円

○○○○売上高：４期連続の増収。進行基準売上高の増により計画値を上回る。売上高：４期連続の増収。進行基準売上高の増により計画値を上回る。売上高：４期連続の増収。進行基準売上高の増により計画値を上回る。売上高：４期連続の増収。進行基準売上高の増により計画値を上回る。

○営業利益：売上高の増加により営業利益は前年同期と比較して増加。販管費の計画変更により営業利益は計画値を上回る。○営業利益：売上高の増加により営業利益は前年同期と比較して増加。販管費の計画変更により営業利益は計画値を上回る。○営業利益：売上高の増加により営業利益は前年同期と比較して増加。販管費の計画変更により営業利益は計画値を上回る。○営業利益：売上高の増加により営業利益は前年同期と比較して増加。販管費の計画変更により営業利益は計画値を上回る。

○○○○売上高：４期連続の増収。進行基準売上高の増により計画値を上回る。売上高：４期連続の増収。進行基準売上高の増により計画値を上回る。売上高：４期連続の増収。進行基準売上高の増により計画値を上回る。売上高：４期連続の増収。進行基準売上高の増により計画値を上回る。

○営業利益：売上高の増加により営業利益は前年同期と比較して増加。販管費の計画変更により営業利益は計画値を上回る。○営業利益：売上高の増加により営業利益は前年同期と比較して増加。販管費の計画変更により営業利益は計画値を上回る。○営業利益：売上高の増加により営業利益は前年同期と比較して増加。販管費の計画変更により営業利益は計画値を上回る。○営業利益：売上高の増加により営業利益は前年同期と比較して増加。販管費の計画変更により営業利益は計画値を上回る。

（（（（単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円））））

17.817.817.817.8

(△29.5%)(△29.5%)(△29.5%)(△29.5%)

25.225.225.225.2

( +21.6%)( +21.6%)( +21.6%)( +21.6%)
23.423.423.423.4

( +32.0%)( +32.0%)( +32.0%)( +32.0%)

0.00.00.00.0

10.010.010.010.0

20.020.020.020.0

30.030.030.030.0

40.040.040.040.0

12/10期12/10期12/10期12/10期 13/10期 13/10期 13/10期 13/10期 14/10期14/10期14/10期14/10期

営業利益営業利益営業利益営業利益
営業利益営業利益営業利益営業利益

計画値計画値計画値計画値

21.21.21.21.1111億円億円億円億円



15.315.315.315.3

( +56.7%)( +56.7%)( +56.7%)( +56.7%)

9.79.79.79.7

(△45.0%)(△45.0%)(△45.0%)(△45.0%)

17.717.717.717.7

( +21.2%)( +21.2%)( +21.2%)( +21.2%)

0.00.00.00.0

10.010.010.010.0

20.020.020.020.0

30.030.030.030.0

12/10期12/10期12/10期12/10期 13/10期 13/10期 13/10期 13/10期 14/10期14/10期14/10期14/10期

１１１１１１１１........連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書

（決算資料P1・4 ）

５５５５

25.325.325.325.3

( +25.2%)( +25.2%)( +25.2%)( +25.2%)

20.220.220.220.2

(△27.5%)(△27.5%)(△27.5%)(△27.5%)

27.927.927.927.9

( +17.5%)( +17.5%)( +17.5%)( +17.5%)

0.00.00.00.0

10.010.010.010.0

20.020.020.020.0

30.030.030.030.0

40.040.040.040.0

12/10期12/10期12/10期12/10期 13/10期 13/10期 13/10期 13/10期 14/10期14/10期14/10期14/10期

経常利益経常利益経常利益経常利益
経常利益経常利益経常利益経常利益

四半期純利益四半期純利益四半期純利益四半期純利益
四半期純利益四半期純利益四半期純利益四半期純利益

計画値計画値計画値計画値

23.323.323.323.3億円億円億円億円

計画値計画値計画値計画値

12.212.212.212.2億円億円億円億円

（（（（単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円））））

（（（（単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円））））



602.2602.2602.2602.2

( + 8.6%)( + 8.6%)( + 8.6%)( + 8.6%)

554.7554.7554.7554.7

( + 4.3%)( + 4.3%)( + 4.3%)( + 4.3%)

531.8531.8531.8531.8

( + 3.5%)( + 3.5%)( + 3.5%)( + 3.5%)

0000

100100100100

200200200200

300300300300

400400400400

500500500500

600600600600

700700700700

12/10期12/10期12/10期12/10期 13/10期13/10期13/10期13/10期 14/10期14/10期14/10期14/10期

191.4191.4191.4191.4

( + 3.7%)( + 3.7%)( + 3.7%)( + 3.7%)

184.6184.6184.6184.6

( + 5.5%)( + 5.5%)( + 5.5%)( + 5.5%)

175.0175.0175.0175.0

(△0.8%)(△0.8%)(△0.8%)(△0.8%)

31.8%31.8%31.8%31.8%

32.9%32.9%32.9%32.9%
33.3%33.3%33.3%33.3%

0.00.00.00.0

50.050.050.050.0

100.0100.0100.0100.0

150.0150.0150.0150.0

200.0200.0200.0200.0

250.0250.0250.0250.0

300.0300.0300.0300.0

12/10期12/10期12/10期12/10期 13/10期13/10期13/10期13/10期 14/10期14/10期14/10期14/10期

0 .0 %0 .0 %0 .0 %0 .0 %

10 .0 %10 .0 %10 .0 %10 .0 %

20 .0 %20 .0 %20 .0 %20 .0 %

30 .0 %30 .0 %30 .0 %30 .0 %

完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益 完成工事総利益率完成工事総利益率完成工事総利益率完成工事総利益率

○○○○完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高 ：受注残物件の着工率の向上と受注物件の早期着工により前年同期及び計画値を上回る結果となった。：受注残物件の着工率の向上と受注物件の早期着工により前年同期及び計画値を上回る結果となった。：受注残物件の着工率の向上と受注物件の早期着工により前年同期及び計画値を上回る結果となった。：受注残物件の着工率の向上と受注物件の早期着工により前年同期及び計画値を上回る結果となった。

○完成工事総利益○完成工事総利益○完成工事総利益○完成工事総利益 ：労務費の上昇により利益率が低下。総利益額は計画値を下回る。：労務費の上昇により利益率が低下。総利益額は計画値を下回る。：労務費の上昇により利益率が低下。総利益額は計画値を下回る。：労務費の上昇により利益率が低下。総利益額は計画値を下回る。

○○○○完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高 ：受注残物件の着工率の向上と受注物件の早期着工により前年同期及び計画値を上回る結果となった。：受注残物件の着工率の向上と受注物件の早期着工により前年同期及び計画値を上回る結果となった。：受注残物件の着工率の向上と受注物件の早期着工により前年同期及び計画値を上回る結果となった。：受注残物件の着工率の向上と受注物件の早期着工により前年同期及び計画値を上回る結果となった。

○完成工事総利益○完成工事総利益○完成工事総利益○完成工事総利益 ：労務費の上昇により利益率が低下。総利益額は計画値を下回る。：労務費の上昇により利益率が低下。総利益額は計画値を下回る。：労務費の上昇により利益率が低下。総利益額は計画値を下回る。：労務費の上昇により利益率が低下。総利益額は計画値を下回る。

（（（（単位：億単位：億単位：億単位：億円）円）円）円）

６６６６

（決算資料P1・4 ）

２２２２２２２２........連結連結連結連結連結連結連結連結売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高 ～完成工事～～完成工事～～完成工事～～完成工事～～完成工事～～完成工事～～完成工事～～完成工事～

計画値計画値計画値計画値

575.9575.9575.9575.9億円億円億円億円

計画値計画値計画値計画値

192.7192.7192.7192.7億円億円億円億円

完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高
完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高

完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益
完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益

（（（（単位：億単位：億単位：億単位：億円）円）円）円）



****＜＜＜＜ ＞内の数値は構成比を表しております。＞内の数値は構成比を表しております。＞内の数値は構成比を表しております。＞内の数値は構成比を表しております。

70.270.270.270.2

<13.2%><13.2%><13.2%><13.2%>

83.383.383.383.3

<15.0%><15.0%><15.0%><15.0%>

95.795.795.795.7

<15.6%><15.6%><15.6%><15.6%>

213.3213.3213.3213.3

<40.1%><40.1%><40.1%><40.1%>

206.9206.9206.9206.9

<37.3%><37.3%><37.3%><37.3%>

248.5248.5248.5248.5

<41.8%><41.8%><41.8%><41.8%>

139.9139.9139.9139.9

<26.3%><26.3%><26.3%><26.3%>

174.0174.0174.0174.0

<31.4%><31.4%><31.4%><31.4%>

177.1177.1177.1177.1

<31.4%><31.4%><31.4%><31.4%>

88.388.388.388.3

<16.6%><16.6%><16.6%><16.6%>

73.073.073.073.0

<13.2%><13.2%><13.2%><13.2%>

62.462.462.462.4

<8.8%><8.8%><8.8%><8.8%>

19.519.519.519.5

<3.7%><3.7%><3.7%><3.7%>

16.516.516.516.5

<3.0%><3.0%><3.0%><3.0%>

17.117.117.117.1

<2.8%><2.8%><2.8%><2.8%>

0 .00 .00 .00 .0 100 .0100 .0100 .0100 .0 200 .0200 .0200 .0200 .0 300 .0300 .0300 .0300 .0 400 .0400 .0400 .0400 .0 500 .0500 .0500 .0500 .0 600 .0600 .0600 .0600 .0 700 .0700 .0700 .0700 .0

高耐震（シェルル）高耐震（シェルル）高耐震（シェルル）高耐震（シェルル） 2×4・木質2×4・木質2×4・木質2×4・木質 重量鉄骨重量鉄骨重量鉄骨重量鉄骨 ＲＣ等ＲＣ等ＲＣ等ＲＣ等 住設・建材住設・建材住設・建材住設・建材 その他その他その他その他

○アパートの比率の増によりシェルル及び木質系が増加。○アパートの比率の増によりシェルル及び木質系が増加。○アパートの比率の増によりシェルル及び木質系が増加。○アパートの比率の増によりシェルル及び木質系が増加。

○アパート・マンションともに建築可能な重量鉄骨は継続して増加。○アパート・マンションともに建築可能な重量鉄骨は継続して増加。○アパート・マンションともに建築可能な重量鉄骨は継続して増加。○アパート・マンションともに建築可能な重量鉄骨は継続して増加。

○アパートの比率の増によりシェルル及び木質系が増加。○アパートの比率の増によりシェルル及び木質系が増加。○アパートの比率の増によりシェルル及び木質系が増加。○アパートの比率の増によりシェルル及び木質系が増加。

○アパート・マンションともに建築可能な重量鉄骨は継続して増加。○アパート・マンションともに建築可能な重量鉄骨は継続して増加。○アパート・マンションともに建築可能な重量鉄骨は継続して増加。○アパート・マンションともに建築可能な重量鉄骨は継続して増加。

（（（（単位：億単位：億単位：億単位：億円）円）円）円）

11112222/10/10/10/10期期期期

完成工事完成工事完成工事完成工事高高高高

531.8531.8531.8531.8億円億円億円億円

143.5143.5143.5143.5

<27.0%><27.0%><27.0%><27.0%>

147.7147.7147.7147.7

<26.6%><26.6%><26.6%><26.6%>

144.6144.6144.6144.6

<24.0%><24.0%><24.0%><24.0%>

337.0337.0337.0337.0

<63.4%><63.4%><63.4%><63.4%>

363.4363.4363.4363.4

<65.5%><65.5%><65.5%><65.5%>

403.2403.2403.2403.2

<67.0%><67.0%><67.0%><67.0%>

17.117.117.117.1

<2.8%><2.8%><2.8%><2.8%>

16.516.516.516.5

<3.0%><3.0%><3.0%><3.0%>

19.519.519.519.5

<3.7%><3.7%><3.7%><3.7%>

0 .00 .00 .00 .0 100 .0100 .0100 .0100 .0 200 .0200 .0200 .0200 .0 300 .0300 .0300 .0300 .0 400 .0400 .0400 .0400 .0 500 .0500 .0500 .0500 .0 600 .0600 .0600 .0600 .0 700 .0700 .0700 .0700 .0

賃貸マンション賃貸マンション賃貸マンション賃貸マンション アパートアパートアパートアパート 店舗マンション店舗マンション店舗マンション店舗マンション 住設・建材住設・建材住設・建材住設・建材 その他その他その他その他

11112222/10/10/10/10期期期期

完成工事完成工事完成工事完成工事高高高高

531.8531.8531.8531.8億円億円億円億円

７７７７

13131313/10/10/10/10期期期期

完成工事完成工事完成工事完成工事高高高高

554.7554.7554.7554.7億円億円億円億円

13131313/10/10/10/10期期期期

完成工事完成工事完成工事完成工事高高高高

554.7554.7554.7554.7億円億円億円億円

３３３３３３３３. . . . . . . . 完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高 ～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～

14141414/10/10/10/10期期期期

完成工事完成工事完成工事完成工事高高高高

602.2602.2602.2602.2億円億円億円億円

14141414/10/10/10/10期期期期

完成工事完成工事完成工事完成工事高高高高

602.2602.2602.2602.2億円億円億円億円



31.831.831.831.8

( +19.6%)( +19.6%)( +19.6%)( +19.6%)

33.833.833.833.8

(  + 6 .3%)(  + 6 .3%)(  + 6 .3%)(  + 6 .3%)

33.733.733.733.7

(△0.4%)(△0.4%)(△0.4%)(△0.4%)

5.2%5.2%5.2%5.2%

5.6%5.6%5.6%5.6%
5.5%5.5%5.5%5.5%

0000

10101010

20202020

30303030

40404040

50505050

12/10期12/10期12/10期12/10期 13/10期13/10期13/10期13/10期 14/10期14/10期14/10期14/10期

-3 .9 %-3 .9 %-3 .9 %-3 .9 %

6 .1 %6 .1 %6 .1 %6 .1 %

兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益 兼業事業総利益率兼業事業総利益率兼業事業総利益率兼業事業総利益率

○○○○兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高 ：不動産事業の受取家賃収入の増加により売上高は前年同期を上回る。：不動産事業の受取家賃収入の増加により売上高は前年同期を上回る。：不動産事業の受取家賃収入の増加により売上高は前年同期を上回る。：不動産事業の受取家賃収入の増加により売上高は前年同期を上回る。

○兼業事業総利益○兼業事業総利益○兼業事業総利益○兼業事業総利益 ：入居率の変動により利益率が低下。：入居率の変動により利益率が低下。：入居率の変動により利益率が低下。：入居率の変動により利益率が低下。

○○○○兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高 ：不動産事業の受取家賃収入の増加により売上高は前年同期を上回る。：不動産事業の受取家賃収入の増加により売上高は前年同期を上回る。：不動産事業の受取家賃収入の増加により売上高は前年同期を上回る。：不動産事業の受取家賃収入の増加により売上高は前年同期を上回る。

○兼業事業総利益○兼業事業総利益○兼業事業総利益○兼業事業総利益 ：入居率の変動により利益率が低下。：入居率の変動により利益率が低下。：入居率の変動により利益率が低下。：入居率の変動により利益率が低下。

（（（（単位：億単位：億単位：億単位：億円）円）円）円）

８８８８

（決算資料P1・4 ）

４４４４４４４４........連結連結連結連結連結連結連結連結売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高 ～兼業事業～～兼業事業～～兼業事業～～兼業事業～～兼業事業～～兼業事業～～兼業事業～～兼業事業～

569.9569.9569.9569.9

( + 8.6%)( + 8.6%)( + 8.6%)( + 8.6%)

614.4614.4614.4614.4

( + 7.8%)( + 7.8%)( + 7.8%)( + 7.8%)

649.7649.7649.7649.7

( + 5.7%)( + 5.7%)( + 5.7%)( + 5.7%)

0000

200200200200

400400400400

600600600600

800800800800

12/10期12/10期12/10期12/10期 13/10期13/10期13/10期13/10期 14/10期14/10期14/10期14/10期

（（（（単位：億単位：億単位：億単位：億円）円）円）円）

計画値計画値計画値計画値

651.6651.6651.6651.6億円億円億円億円

計画値計画値計画値計画値

36.036.036.036.0億円億円億円億円

兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高
兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高

兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益
兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益



478 .1478 .1478 .1478 .1

512 .8512 .8512 .8512 .8

548.4548.4548.4548.4

37.337.337.337.3

32 .032 .032 .032 .0

34 .234 .234 .234 .2

30.930.930.930.9

35 .835 .835 .835 .8

30 .130 .130 .130 .1

33.033.033.033.0

29 .629 .629 .629 .6

31 .431 .431 .431 .4

188,451戸188,451戸188,451戸188,451戸

175,901戸175,901戸175,901戸175,901戸

管理戸数管理戸数管理戸数管理戸数

163,483戸163,483戸163,483戸163,483戸

0.00.00.00.0 100.0100.0100.0100.0 200 .0200 .0200 .0200 .0 300.0300.0300.0300.0 400 .0400 .0400 .0400 .0 500.0500.0500.0500.0 600.0600.0600.0600.0 700.0700.0700.0700.0

0.00.00.00.0 30,000.030,000.030,000.030,000.0 60,000.060,000.060,000.060,000.0 90,000.090,000.090,000.090,000.0 120,000.0120,000.0120,000.0120,000.0 150,000.0150,000.0150,000.0150,000.0 180,000.0180,000.0180,000.0180,000.0

ｻﾌﾞﾘｰｽによる家賃収入ｻﾌﾞﾘｰｽによる家賃収入ｻﾌﾞﾘｰｽによる家賃収入ｻﾌﾞﾘｰｽによる家賃収入 仲介料・管理料収入仲介料・管理料収入仲介料・管理料収入仲介料・管理料収入 リフォーム・退去補修工事リフォーム・退去補修工事リフォーム・退去補修工事リフォーム・退去補修工事 その他その他その他その他 管理戸数管理戸数管理戸数管理戸数

（（（（単位：億単位：億単位：億単位：億円）円）円）円）

○管理物件数の増加に伴い家賃収入及び管理料収入が増加。○管理物件数の増加に伴い家賃収入及び管理料収入が増加。○管理物件数の増加に伴い家賃収入及び管理料収入が増加。○管理物件数の増加に伴い家賃収入及び管理料収入が増加。
○管理物件数の増加に伴い家賃収入及び管理料収入が増加。○管理物件数の増加に伴い家賃収入及び管理料収入が増加。○管理物件数の増加に伴い家賃収入及び管理料収入が増加。○管理物件数の増加に伴い家賃収入及び管理料収入が増加。

（（（（単位：戸単位：戸単位：戸単位：戸））））

12121212/10/10/10/10期期期期

売上売上売上売上高高高高

569.9569.9569.9569.9億円億円億円億円

９９９９

13131313/10/10/10/10期期期期

売上売上売上売上高高高高

614.4614.4614.4614.4億円億円億円億円

５５５５５５５５........兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高 ～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～

14141414/10/10/10/10期期期期

売上売上売上売上高高高高

649.7649.7649.7649.7億円億円億円億円



６６６６６６６６........経常利益増減要因経常利益増減要因経常利益増減要因経常利益増減要因経常利益増減要因経常利益増減要因経常利益増減要因経常利益増減要因

15.715.715.715.7

25.325.325.325.3

20.220.220.220.2

1.91.91.91.9

△0.5△0.5△0.5△0.5△0.9△0.9△0.9△0.9

△2.0△2.0△2.0△2.0

△8.9△8.9△8.9△8.9

0.00.00.00.0

10.010.010.010.0

20.020.020.020.0

30.030.030.030.0

40.040.040.040.0

50.050.050.050.0

13/10期13/10期13/10期13/10期 14/10期14/10期14/10期14/10期

完成工事完成工事完成工事完成工事

売上高の売上高の売上高の売上高の

増増増増によるによるによるによる

完成工事完成工事完成工事完成工事

総利益総利益総利益総利益

兼業事業兼業事業兼業事業兼業事業

売上高の売上高の売上高の売上高の

増による増による増による増による

兼業事業兼業事業兼業事業兼業事業

総利益総利益総利益総利益

販管費の販管費の販管費の販管費の増増増増

営業外営業外営業外営業外

収支収支収支収支のののの減減減減

（（（（単位：億単位：億単位：億単位：億円）円）円）円）

完成工事完成工事完成工事完成工事

利益率の利益率の利益率の利益率の

低下による減低下による減低下による減低下による減

兼業事業兼業事業兼業事業兼業事業

利益率の利益率の利益率の利益率の

低下による減低下による減低下による減低下による減

○○○○完成工事売上高の増加、兼業事業売上高の増加が経常利益増加の主な要因となるも利益率の低下により完成工事売上高の増加、兼業事業売上高の増加が経常利益増加の主な要因となるも利益率の低下により完成工事売上高の増加、兼業事業売上高の増加が経常利益増加の主な要因となるも利益率の低下により完成工事売上高の増加、兼業事業売上高の増加が経常利益増加の主な要因となるも利益率の低下により

経常利益はわずかな増加にとどまる。経常利益はわずかな増加にとどまる。経常利益はわずかな増加にとどまる。経常利益はわずかな増加にとどまる。

○○○○完成工事売上高の増加、兼業事業売上高の増加が経常利益増加の主な要因となるも利益率の低下により完成工事売上高の増加、兼業事業売上高の増加が経常利益増加の主な要因となるも利益率の低下により完成工事売上高の増加、兼業事業売上高の増加が経常利益増加の主な要因となるも利益率の低下により完成工事売上高の増加、兼業事業売上高の増加が経常利益増加の主な要因となるも利益率の低下により

経常利益はわずかな増加にとどまる。経常利益はわずかな増加にとどまる。経常利益はわずかな増加にとどまる。経常利益はわずかな増加にとどまる。

１０１０１０１０



７７７７７７７７. . . . . . . . ＣＦ・設備投資ＣＦ・設備投資ＣＦ・設備投資ＣＦ・設備投資ＣＦ・設備投資ＣＦ・設備投資ＣＦ・設備投資ＣＦ・設備投資

（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）（単位：百万円）

（決算資料P5 ）

7.47.47.47.4

▲ 7.9▲ 7.9▲ 7.9▲ 7.9

486.9486.9486.9486.9

▲ 12.5▲ 12.5▲ 12.5▲ 12.5

▲ 40 .0▲ 40 .0▲ 40 .0▲ 40 .0 10 .010 .010 .010 .0 60 .060 .060 .060 .0

営業活動営業活動営業活動営業活動

投資活動投資活動投資活動投資活動

財務活動財務活動財務活動財務活動

によるキャッシュ・によるキャッシュ・によるキャッシュ・によるキャッシュ・

フローフローフローフロー

現金及び現金同等物期末残高現金及び現金同等物期末残高現金及び現金同等物期末残高現金及び現金同等物期末残高

主に主に主に主に

税金等調整前当期利益税金等調整前当期利益税金等調整前当期利益税金等調整前当期利益 25.325.325.325.3億億億億円円円円

仕入債務の減少仕入債務の減少仕入債務の減少仕入債務の減少 42.542.542.542.5億円億円億円億円

未成工事受入金の増加未成工事受入金の増加未成工事受入金の増加未成工事受入金の増加 23.523.523.523.5億円億円億円億円

主に主に主に主に

税金等調整前当期利益税金等調整前当期利益税金等調整前当期利益税金等調整前当期利益 25.325.325.325.3億億億億円円円円

仕入債務の減少仕入債務の減少仕入債務の減少仕入債務の減少 42.542.542.542.5億円億円億円億円

未成工事受入金の増加未成工事受入金の増加未成工事受入金の増加未成工事受入金の増加 23.523.523.523.5億円億円億円億円

主に主に主に主に

有形固定資産の取得による有形固定資産の取得による有形固定資産の取得による有形固定資産の取得による支出支出支出支出

7.47.47.47.4億円億円億円億円

主に主に主に主に

有形固定資産の取得による有形固定資産の取得による有形固定資産の取得による有形固定資産の取得による支出支出支出支出

7.47.47.47.4億円億円億円億円

主に主に主に主に

配当金の支払額配当金の支払額配当金の支払額配当金の支払額 12.112.112.112.1億円億円億円億円

主に主に主に主に

配当金の支払額配当金の支払額配当金の支払額配当金の支払額 12.112.112.112.1億円億円億円億円

13/10期13/10期13/10期13/10期 14/10期14/10期14/10期14/10期

設備投資額設備投資額設備投資額設備投資額 550550550550 999999999999

減価償却額減価償却額減価償却額減価償却額 830830830830 715715715715

連結キャッシュ・フロー連結キャッシュ・フロー連結キャッシュ・フロー連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー連結キャッシュ・フロー連結キャッシュ・フロー連結キャッシュ・フロー

設備投資設備投資設備投資設備投資
設備投資設備投資設備投資設備投資

（単位：（単位：（単位：（単位：億億億億円）円）円）円）

１１１１１１１１

によるキャッシュ・によるキャッシュ・によるキャッシュ・によるキャッシュ・

フローフローフローフロー

によるキャッシュ・によるキャッシュ・によるキャッシュ・によるキャッシュ・

フローフローフローフロー

○○○○ １４１４１４１４/１０期：ナスラック工場１０期：ナスラック工場１０期：ナスラック工場１０期：ナスラック工場 建屋建替建屋建替建屋建替建屋建替 ４億円４億円４億円４億円
○○○○ １４１４１４１４/１０期：ナスラック工場１０期：ナスラック工場１０期：ナスラック工場１０期：ナスラック工場 建屋建替建屋建替建屋建替建屋建替 ４億円４億円４億円４億円



（決算資料P9・13 ）

749.0749.0749.0749.0

総受注高総受注高総受注高総受注高

713.2713.2713.2713.2

(△6.9%)(△6.9%)(△6.9%)(△6.9%)

766.1766.1766.1766.1

(+15.9%)(+15.9%)(+15.9%)(+15.9%)

660.9660.9660.9660.9

(+12.9%)(+12.9%)(+12.9%)(+12.9%)

0.00.00.00.0

250.0250.0250.0250.0

500.0500.0500.0500.0

750.0750.0750.0750.0

1,000.01,000.01,000.01,000.0

12/10期12/10期12/10期12/10期 13/10期13/10期13/10期13/10期 14/10期14/10期14/10期14/10期 14/10期（当初計画）14/10期（当初計画）14/10期（当初計画）14/10期（当初計画）

８８８８８８８８........受注高（単体）受注高（単体）受注高（単体）受注高（単体）受注高（単体）受注高（単体）受注高（単体）受注高（単体）

１２１２１２１２

（（（（単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円））））

28.928.928.928.9

38.138.138.138.1 ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ

35.035.035.035.0

53.053.053.053.0

○○○○前上半期に消費税増税に係る受注増が含まれていることで今上半期は受注額が減少。前上半期に消費税増税に係る受注増が含まれていることで今上半期は受注額が減少。前上半期に消費税増税に係る受注増が含まれていることで今上半期は受注額が減少。前上半期に消費税増税に係る受注増が含まれていることで今上半期は受注額が減少。

○生産性の低下により計画値を下回る。○生産性の低下により計画値を下回る。○生産性の低下により計画値を下回る。○生産性の低下により計画値を下回る。

○○○○前上半期に消費税増税に係る受注増が含まれていることで今上半期は受注額が減少。前上半期に消費税増税に係る受注増が含まれていることで今上半期は受注額が減少。前上半期に消費税増税に係る受注増が含まれていることで今上半期は受注額が減少。前上半期に消費税増税に係る受注増が含まれていることで今上半期は受注額が減少。

○生産性の低下により計画値を下回る。○生産性の低下により計画値を下回る。○生産性の低下により計画値を下回る。○生産性の低下により計画値を下回る。



****＜＜＜＜ ＞内の数値は構成比を表しております。＞内の数値は構成比を表しております。＞内の数値は構成比を表しております。＞内の数値は構成比を表しております。

９９９９９９９９........種類別種類別種類別種類別種類別種類別種類別種類別 受注受注受注受注受注受注受注受注高高高高高高高高（（（（（（（（第２Ｑ累計：第２Ｑ累計：第２Ｑ累計：第２Ｑ累計：第２Ｑ累計：第２Ｑ累計：第２Ｑ累計：第２Ｑ累計：単体）単体）単体）単体）単体）単体）単体）単体）

ｼｪﾙﾙｼｪﾙﾙｼｪﾙﾙｼｪﾙﾙ

97 .697 .697 .697 .6

<14 .8%><14 .8%><14 .8%><14 .8%>

121 .7121 .7121 .7121 .7

<15 .9%><15 .9%><15 .9%><15 .9%>

127.1127.1127.1127.1

<17.8%><17.8%><17.8%><17.8%>

木質・２×４木質・２×４木質・２×４木質・２×４

257 .6257 .6257 .6257 .6

<39 .0%><39 .0%><39 .0%><39 .0%>

320 .7320 .7320 .7320 .7

<41 .9%><41 .9%><41 .9%><41 .9%>

296.4296.4296.4296.4

<41.6%><41.6%><41.6%><41.6%>

鉄骨鉄骨鉄骨鉄骨

206 .9206 .9206 .9206 .9

<31 .3%><31 .3%><31 .3%><31 .3%>

228 .8228 .8228 .8228 .8

<29 .9%><29 .9%><29 .9%><29 .9%>

228.4228.4228.4228.4

<32.0%><32.0%><32.0%><32.0%>

ＲＣＲＣＲＣＲＣ

98 .398 .398 .398 .3

<14 .9%><14 .9%><14 .9%><14 .9%>

94 .894 .894 .894 .8

<12 .4%><12 .4%><12 .4%><12 .4%>

60.160.160.160.1

<8.4%><8.4%><8.4%><8.4%>

0 .00 .00 .00 .0 300 .0300 .0300 .0300 .0 600 .0600 .0600 .0600 .0 900 .0900 .0900 .0900 .0

（（（（単位：億単位：億単位：億単位：億円）円）円）円）

11112222/10/10/10/10期期期期

総受注高総受注高総受注高総受注高

660.9660.9660.9660.9億円億円億円億円

賃貸マンション賃貸マンション賃貸マンション賃貸マンション

180 .8180 .8180 .8180 .8

<27 .4%><27 .4%><27 .4%><27 .4%>

190 .2190 .2190 .2190 .2

<24 .8%><24 .8%><24 .8%><24 .8%>

167.8167.8167.8167.8

<23.5%><23.5%><23.5%><23.5%>

アパートアパートアパートアパート

444 .5444 .5444 .5444 .5

<67 .3%><67 .3%><67 .3%><67 .3%>

536 .5536 .5536 .5536 .5

<70 .0%><70 .0%><70 .0%><70 .0%>

509.1509.1509.1509.1

<71.4%><71.4%><71.4%><71.4%>

店舗マンション店舗マンション店舗マンション店舗マンション

28.028 .028 .028 .0

<4 .2%><4 .2%><4 .2%><4 .2%>

31 .431 .431 .431 .4

<4 .1%><4 .1%><4 .1%><4 .1%>

15.515.515.515.5

<2.2%><2.2%><2.2%><2.2%>

0 .00 .00 .00 .0 300 .0300 .0300 .0300 .0 600 .0600 .0600 .0600 .0 900 .0900 .0900 .0900 .0

11112222/10/10/10/10期期期期

総受注高総受注高総受注高総受注高

660.9660.9660.9660.9億円億円億円億円

１３１３１３１３

11113333/10/10/10/10期期期期

総受注高総受注高総受注高総受注高

766.1766.1766.1766.1億円億円億円億円

11113333/10/10/10/10期期期期

総受注高総受注高総受注高総受注高

766.1766.1766.1766.1億円億円億円億円

11114444/10/10/10/10期期期期

総受注高総受注高総受注高総受注高

713.2713.2713.2713.2億円億円億円億円

11114444/10/10/10/10期期期期

総受注高総受注高総受注高総受注高

713.2713.2713.2713.2億円億円億円億円

（（（（単位：億単位：億単位：億単位：億円）円）円）円）



(単位：億円）(単位：億円）(単位：億円）(単位：億円）

121 .0121 .0121 .0121 .0

<15 .8%><15 .8%><15 .8%><15 .8%>

94 .794 .794 .794 .7

<12 .4%><12 .4%><12 .4%><12 .4%>

70 .870 .870 .870 .8

<9 .2%><9 .2%><9 .2%><9 .2%>

169 .6169 .6169 .6169 .6

<22 .2%><22 .2%><22 .2%><22 .2%>

197 .8197 .8197 .8197 .8

<25 .8%><25 .8%><25 .8%><25 .8%>

56 .856 .856 .856 .8

<7 .4%><7 .4%><7 .4%><7 .4%>

55 .155 .155 .155 .1

<7 .2%><7 .2%><7 .2%><7 .2%>

90.290.290.290.2

<12.6%><12.6%><12.6%><12.6%>
83.283.283.283.2

<11.6%><11.6%><11.6%><11.6%>

66.866.866.866.8

<9.4%><9.4%><9.4%><9.4%>

161.6161.6161.6161.6

<22.7%><22.7%><22.7%><22.7%>

224.8224.8224.8224.8

<31.5%><31.5%><31.5%><31.5%>

42.542.542.542.5

<6.0%><6.0%><6.0%><6.0%>

43.943.943.943.9

<6.2%><6.2%><6.2%><6.2%>

0.00.00.00.0

50.050.050.050.0

100.0100.0100.0100.0

150.0150.0150.0150.0

200.0200.0200.0200.0

250.0250.0250.0250.0

北海道・東北圏北海道・東北圏北海道・東北圏北海道・東北圏 北関東圏北関東圏北関東圏北関東圏 首都圏首都圏首都圏首都圏 中部圏中部圏中部圏中部圏 近畿圏近畿圏近畿圏近畿圏 中四国圏中四国圏中四国圏中四国圏 九州圏九州圏九州圏九州圏

前期受注高前期受注高前期受注高前期受注高

当期受注高当期受注高当期受注高当期受注高

****上記は総受注高を表しております。上記は総受注高を表しております。上記は総受注高を表しております。上記は総受注高を表しております。

****＜＜＜＜ ＞内は構成比を表しております。＞内は構成比を表しております。＞内は構成比を表しております。＞内は構成比を表しております。

（決算資料 P13）

○○○○ 市場性の高い都市部における営業活動の強化に伴い首都圏が伸びる。市場性の高い都市部における営業活動の強化に伴い首都圏が伸びる。市場性の高い都市部における営業活動の強化に伴い首都圏が伸びる。市場性の高い都市部における営業活動の強化に伴い首都圏が伸びる。
○○○○ 市場性の高い都市部における営業活動の強化に伴い首都圏が伸びる。市場性の高い都市部における営業活動の強化に伴い首都圏が伸びる。市場性の高い都市部における営業活動の強化に伴い首都圏が伸びる。市場性の高い都市部における営業活動の強化に伴い首都圏が伸びる。

１４１４１４１４

1010101010101010........地域別受注高（地域別受注高（地域別受注高（地域別受注高（地域別受注高（地域別受注高（地域別受注高（地域別受注高（第２Ｑ累計：第２Ｑ累計：第２Ｑ累計：第２Ｑ累計：第２Ｑ累計：第２Ｑ累計：第２Ｑ累計：第２Ｑ累計：単体）単体）単体）単体）単体）単体）単体）単体）



1111111111111111........受注単価の推移（単体）受注単価の推移（単体）受注単価の推移（単体）受注単価の推移（単体）受注単価の推移（単体）受注単価の推移（単体）受注単価の推移（単体）受注単価の推移（単体）

660.9660.9660.9660.9

766.1766.1766.1766.1

713.2713.2713.2713.2

77.077.077.077.0

80.580.580.580.5

82.582.582.582.5

858858858858
865865865865

952952952952

0.00.00.00.0

200.0200.0200.0200.0

400.0400.0400.0400.0

600.0600.0600.0600.0

800.0800.0800.0800.0

1,000.01,000.01,000.01,000.0

1,200.01,200.01,200.01,200.0

12/10期12/10期12/10期12/10期 13/10期13/10期13/10期13/10期 14/10期14/10期14/10期14/10期

0.00.00.00.0

30.030.030.030.0

60.060.060.060.0

90.090.090.090.0

120.0120.0120.0120.0

150.0150.0150.0150.0
受注高 平均単価 受注件数

１５１５１５１５

（（（（受注高：億円受注高：億円受注高：億円受注高：億円））））
（（（（平均単価：百万円平均単価：百万円平均単価：百万円平均単価：百万円））））



1212121212121212........受注残の状況（単体）受注残の状況（単体）受注残の状況（単体）受注残の状況（単体）受注残の状況（単体）受注残の状況（単体）受注残の状況（単体）受注残の状況（単体）

****上記数値は実工事残高を表しております。上記数値は実工事残高を表しております。上記数値は実工事残高を表しております。上記数値は実工事残高を表しております。

****（（（（ ）内は前）内は前）内は前）内は前同期同期同期同期期比を表しております。期比を表しております。期比を表しております。期比を表しております。

700.6700.6700.6700.6

797.8797.8797.8797.8

557.1557.1557.1557.1

585.3585.3585.3585.3
600.5600.5600.5600.5

763.8763.8763.8763.8

0.00.00.00.0

400.0400.0400.0400.0

800.0800.0800.0800.0

1,200.01,200.01,200.01,200.0

1,600.01,600.01,600.01,600.0

2,000.02,000.02,000.02,000.0

2,400.02,400.02,400.02,400.0

12/10期末12/10期末12/10期末12/10期末 13/10期末13/10期末13/10期末13/10期末 14/10期末14/10期末14/10期末14/10期末

未着工残未着工残未着工残未着工残

仕掛残仕掛残仕掛残仕掛残

（（（（単位：億単位：億単位：億単位：億円）円）円）円）

（（（（ + + + + 44.244.244.244.2％）％）％）％）

○○○○ 前上半期に消費税増税前の駆込み分が含まれていることから今上半期は前上半期と比べて減少。前上半期に消費税増税前の駆込み分が含まれていることから今上半期は前上半期と比べて減少。前上半期に消費税増税前の駆込み分が含まれていることから今上半期は前上半期と比べて減少。前上半期に消費税増税前の駆込み分が含まれていることから今上半期は前上半期と比べて減少。
○○○○ 前上半期に消費税増税前の駆込み分が含まれていることから今上半期は前上半期と比べて減少。前上半期に消費税増税前の駆込み分が含まれていることから今上半期は前上半期と比べて減少。前上半期に消費税増税前の駆込み分が含まれていることから今上半期は前上半期と比べて減少。前上半期に消費税増税前の駆込み分が含まれていることから今上半期は前上半期と比べて減少。

1111,,,,257.8257.8257.8257.8億円億円億円億円

（（（（ + 11.+ 11.+ 11.+ 11.4444％）％）％）％）

（（（（△△△△ 5.65.65.65.6％）％）％）％）

1111,,,,389.3389.3389.3389.3億円億円億円億円

（（（（ + 10.0+ 10.0+ 10.0+ 10.0％）％）％）％）

１６１６１６１６

（△（△（△（△ 4.34.34.34.3％）％）％）％）

（＋（＋（＋（＋ 2.62.62.62.6％）％）％）％）
（（（（ + + + + 5.15.15.15.1％）％）％）％）

（（（（ + 13.9+ 13.9+ 13.9+ 13.9％）％）％）％）

実受注残実受注残実受注残実受注残 計計計計

1,364.41,364.41,364.41,364.4億円億円億円億円

（（（（ △△△△ 1.41.41.41.4％）％）％）％）



1313131313131313........サブリースの状況サブリースの状況サブリースの状況サブリースの状況サブリースの状況サブリースの状況サブリースの状況サブリースの状況

15 .015 .015 .015 .0

17.717.717.717.7

19.519.519.519.5

21.021.021.021.0

22.522.522.522.5

19.519.519.519.5

96.2%96.2%96.2%96.2%

96.0%96.0%96.0%96.0%

95.7%95.7%95.7%95.7%

96.3%96.3%96.3%96.3%
96.2%96.2%96.2%96.2% 96.1%96.1%96.1%96.1%

0000

10101010

20202020

30303030

40404040

50505050

60606060

70707070

12/10期12/10期12/10期12/10期 13/10期13/10期13/10期13/10期 14/10期14/10期14/10期14/10期

管理料収入管理料収入管理料収入管理料収入 空室等家賃支払額空室等家賃支払額空室等家賃支払額空室等家賃支払額

期末入居率期末入居率期末入居率期末入居率 平均入居率平均入居率平均入居率平均入居率

（（（（単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円））））

○○○○管理物件の増加により原資及び管理料収入が増加。管理物件の増加により原資及び管理料収入が増加。管理物件の増加により原資及び管理料収入が増加。管理物件の増加により原資及び管理料収入が増加。

○平均入居率が僅かに低下したことにより空室等支払家賃が増加し支払率が上昇。○平均入居率が僅かに低下したことにより空室等支払家賃が増加し支払率が上昇。○平均入居率が僅かに低下したことにより空室等支払家賃が増加し支払率が上昇。○平均入居率が僅かに低下したことにより空室等支払家賃が増加し支払率が上昇。

○○○○管理物件の増加により原資及び管理料収入が増加。管理物件の増加により原資及び管理料収入が増加。管理物件の増加により原資及び管理料収入が増加。管理物件の増加により原資及び管理料収入が増加。

○平均入居率が僅かに低下したことにより空室等支払家賃が増加し支払率が上昇。○平均入居率が僅かに低下したことにより空室等支払家賃が増加し支払率が上昇。○平均入居率が僅かに低下したことにより空室等支払家賃が増加し支払率が上昇。○平均入居率が僅かに低下したことにより空室等支払家賃が増加し支払率が上昇。

１７１７１７１７

（決算資料 P15）

33.833.833.833.8

29.729.729.729.7

12/10期12/10期12/10期12/10期 13/10期13/10期13/10期13/10期 14/10期14/10期14/10期14/10期

管理料収入管理料収入管理料収入管理料収入 19.519.519.519.5 21.021.021.021.0 22.522.522.522.5

空室等支払家賃原資空室等支払家賃原資空室等支払家賃原資空室等支払家賃原資 29.729.729.729.7 31.731.731.731.7 33.833.833.833.8

空室等支払家賃額空室等支払家賃額空室等支払家賃額空室等支払家賃額 15.015.015.015.0 17.717.717.717.7 19.519.519.519.5

支払率支払率支払率支払率 50.7%50.7%50.7%50.7% 55.9%55.9%55.9%55.9% 57.9%57.9%57.9%57.9%

31.731.731.731.7

空室等支払家賃原資空室等支払家賃原資空室等支払家賃原資空室等支払家賃原資



ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ........ 通期見通し通期見通し通期見通し通期見通し通期見通し通期見通し通期見通し通期見通し

１８１８１８１８



14.14.14.14.14.14.14.14.1515151515151515年年年年年年年年44444444月期月期月期月期月期月期月期月期 ～連結損益計算書～～連結損益計算書～～連結損益計算書～～連結損益計算書～～連結損益計算書～～連結損益計算書～～連結損益計算書～～連結損益計算書～

（決算資料P1・7 ）

1,101.81,101.81,101.81,101.8

(+6 .1%)(+6 .1%)(+6 .1%)(+6 .1%)

1,169.21,169.21,169.21,169.2

(+6.1%)(+6.1%)(+6.1%)(+6.1%)

1,251.91,251.91,251.91,251.9

(+7.1%)(+7.1%)(+7.1%)(+7.1%)

2,364.52,364.52,364.52,364.5

(+8.8%)(+8.8%)(+8.8%)(+8.8%)

2,531.92,531.92,531.92,531.9

(+7 .1%)(+7 .1%)(+7 .1%)(+7 .1%)

2,666.12,666.12,666.12,666.1

(+5.3%)(+5.3%)(+5.3%)(+5.3%)

0.00.00.00.0

1,000.01,000.01,000.01,000.0

2,000.02,000.02,000.02,000.0

3,000.03,000.03,000.03,000.0

13/4期13/4期13/4期13/4期 14/4期 14/4期 14/4期 14/4期 15/4期(予）15/4期(予）15/4期(予）15/4期(予）

下半期下半期下半期下半期

上半期上半期上半期上半期

売上高売上高売上高売上高
売上高売上高売上高売上高

１９１９１９１９

当初からの計画に変更はありません。当初からの計画に変更はありません。当初からの計画に変更はありません。当初からの計画に変更はありません。
当初からの計画に変更はありません。当初からの計画に変更はありません。当初からの計画に変更はありません。当初からの計画に変更はありません。

（（（（単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円））））

23.423.423.423.4

(32.0%)(32.0%)(32.0%)(32.0%)

17 .817 .817 .817 .8

(△29.5%)(△29.5%)(△29.5%)(△29.5%)

25 .225 .225 .225 .2

(+21 .6%)(+21 .6%)(+21 .6%)(+21 .6%)

94.794.794.794.7

(+4.5%)(+4.5%)(+4.5%)(+4.5%)

90.790.790.790.7

(+0.4%)(+0.4%)(+0.4%)(+0.4%)

90.390.390.390.3

(+78.6%)(+78.6%)(+78.6%)(+78.6%)

0 .00 .00 .00 .0

30 .030 .030 .030 .0

60 .060 .060 .060 .0

90 .090 .090 .090 .0

120 .0120 .0120 .0120 .0

150 .0150 .0150 .0150 .0

13/4期 13/4期 13/4期 13/4期 14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期(予）15/4期(予）15/4期(予）15/4期(予）

下半期下半期下半期下半期

上半期上半期上半期上半期

15.315.315.315.3

(+56.7%)(+56.7%)(+56.7%)(+56.7%)

9.79.79.79.7

(△45.0%)(△45.0%)(△45.0%)(△45.0%)

17.717.717.717.7

(+21.2%)(+21.2%)(+21.2%)(+21.2%)

58.958.958.958.9

(+12.0%)(+12.0%)(+12.0%)(+12.0%)

52.652.652.652.6

(△10.7%)(△10.7%)(△10.7%)(△10.7%)

58.958.958.958.9

(+88.4%)(+88.4%)(+88.4%)(+88.4%)

0.00 .00 .00 .0

30 .030 .030 .030 .0

60 .060 .060 .060 .0

90 .090 .090 .090 .0

13/4期 13/4期 13/4期 13/4期 14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期(予）15/4期(予）15/4期(予）15/4期(予）

下半期下半期下半期下半期

上半期上半期上半期上半期

25.325.325.325.3

(+25.2%)(+25.2%)(+25.2%)(+25.2%)

20.220.220.220.2

(△27.5%)(△27.5%)(△27.5%)(△27.5%)

27.927.927.927.9

(+17.5%)(+17.5%)(+17.5%)(+17.5%)

100.2100.2100.2100.2

(+5.0%)(+5.0%)(+5.0%)(+5.0%)
95.495.495.495.4

(△1.5%)(△1.5%)(△1.5%)(△1.5%)

96.896.896.896.8

(+68.6%)(+68.6%)(+68.6%)(+68.6%)

0.00.00.00.0

30.030.030.030.0

60.060.060.060.0

90.090.090.090.0

120.0120.0120.0120.0

150.0150.0150.0150.0

13/4期 13/4期 13/4期 13/4期 14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期(予）15/4期(予）15/4期(予）15/4期(予）

下半期下半期下半期下半期

上半期上半期上半期上半期

（（（（単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円））））

（（（（単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円））））

（（（（単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円））））

営業利益営業利益営業利益営業利益
営業利益営業利益営業利益営業利益

経常利益経常利益経常利益経常利益
経常利益経常利益経常利益経常利益

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益
当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

通期通期通期通期

通期通期通期通期

通期通期通期通期
通期通期通期通期



（決算資料P9・16 ）

0.00.00.00.0

400.0400.0400.0400.0

800.0800.0800.0800.0

1,200.01,200.01,200.01,200.0

1,600.01,600.01,600.01,600.0

13/4期13/4期13/4期13/4期 14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期(予）15/4期(予）15/4期(予）15/4期(予） 15/4期（当初計画）15/4期（当初計画）15/4期（当初計画）15/4期（当初計画）

受注内訳受注内訳受注内訳受注内訳

総受注高総受注高総受注高総受注高

749.0749.0749.0749.0

727.0727.0727.0727.0

1,476.01,476.01,476.01,476.0

1515151515151515........受注高見通し（単体）受注高見通し（単体）受注高見通し（単体）受注高見通し（単体）受注高見通し（単体）受注高見通し（単体）受注高見通し（単体）受注高見通し（単体）

総受注高総受注高総受注高総受注高

1,440.21,440.21,440.21,440.2

（（（（＋＋＋＋3.83.83.83.8%%%%））））

766.1766.1766.1766.1

（＋（＋（＋（＋15.915.915.915.9%%%%))))

620.9620.9620.9620.9

((((△△△△1.41.41.41.4%)%)%)%)

２０２０２０２０

（（（（単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円））））

上期上期上期上期

660.9660.9660.9660.9

（＋（＋（＋（＋12.9%12.9%12.9%12.9%))))

下期下期下期下期

630.2630.2630.2630.2

((((＋＋＋＋4.14.14.14.1%)%)%)%)

1111,,,,291.0291.0291.0291.0

（（（（＋＋＋＋8.48.48.48.4%%%%））））

85.785.785.785.7

100.0100.0100.0100.0

100.0100.0100.0100.0

91.291.291.291.2

上期上期上期上期((((実）実）実）実）

713.2713.2713.2713.2

((((△△△△6.9%6.9%6.9%6.9%))))

727.0727.0727.0727.0

1,387.11,387.11,387.11,387.1

（（（（＋＋＋＋7.4%7.4%7.4%7.4%））））

ｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙｷｬﾝｾﾙ




