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貸 借 対 照 表 
  

（2018年12月31日現在） 

（単位：千円） 
資産の部 負債の部 

科    目 金   額 科    目 金   額 

流動資産 45,649,469 流動負債 12,585,264 

現金及び預金 941,221 営業未払金 175,715 

営業未収入金 171,872 関係会社短期借入金 2,000,060 

有価証券 98,828 1年内返済予定の長期借入金 6,425,750 

販売用不動産 43,335,776 未払金 22,536 

原材料及び貯蔵品 6,081 未払費用 393,010 

前渡金 213,602 未払法人税等 992,573 

前払費用 94,582 賞与引当金 63,882 

繰延税金資産 221,003 前受金 494,323 

立替金 560,846 預り金 2,000,188 

その他 6,974 その他 17,224 

貸倒引当金 △1,321 固定負債 19,054,612 

固定資産 4,746,030 長期借入金 13,346,750 

有形固定資産 608,116 退職給付引当金 1,699,706 

建物 411,886 長期預り敷金保証金 3,870,746 

工具、器具及び備品 49,711 その他 137,410 

土地 146,518 負債合計 31,639,877 

無形固定資産 277,771 純資産の部 

ソフトウエア 271,801 株主資本 18,755,622 

その他 5,969 資本金 4,321,006 

投資その他の資産 3,860,142 資本剰余金 3,765,550 

投資有価証券 26,515 資本準備金 3,765,550 

関係会社株式 50,000 利益剰余金 10,669,065 

その他の関係会社有価証券 980,000 その他利益剰余金 10,669,065 

長期前払費用 60,617 繰越利益剰余金 10,669,065 

繰延税金資産 560,286   

敷金及び保証金 2,175,556   

その他 13,654   

貸倒引当金 △6,487 純資産合計 18,755,622 

資産合計 50,395,499 負債及び純資産合計 50,395,499 
  
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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損 益 計 算 書 
 

  
(自2018年１月１日 至2018年12月31日) 

（単位：千円） 

科    目 金   額 

営業収益   21,497,855 

営業原価   15,563,561 

営業総利益   5,934,294 

販売費及び一般管理費   1,238,644 

営業利益   4,695,650 

営業外収益     

受取利息 470   

受取社宅負担金 4,849  

受取保険配当金 4,604  

その他 4,270 14,196 

営業外費用     

支払利息 148,311   

その他 4,973 153,284 

経常利益   4,556,561 

税引前当期純利益   4,556,561 

法人税、住民税及び事業税 1,566,558   

法人税等調整額 △51,095 1,515,462 

当期純利益   3,041,098 
  
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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【個 別 注 記 表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

  ①子会社株式 移動平均法による原価法 

  ②その他有価証券   

    時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定） 

    時価のないもの 移動平均法による原価法 

なお、債券のうち取得原価と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められ

るものについては償却原価法（定額法）により原価を算定しております。 

なお、営業投資有価証券については移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によ

り評価しております。 

 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  ①販売用不動産 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

賃貸中の販売用不動産については固定資産に準じて減価償却を行っておりま

す。 

  ②原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

  

２．固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

   建物 定額法 

   車両運搬具 定率法 

   工具、器具及び備品 定率法 

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によってお

ります。 

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

  定額法 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。 

  

３．引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担分

を計上しております。 

 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰

属させる方法については、給付算定式基準によっております。 

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）に基づく定額法による按分額を費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）に基づく定額法による按分額をその発生の

翌事業年度から費用処理しております。 
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４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

 (1) ヘッジ会計の方法  

  ａヘッジ会計の方法 原則として、繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。 

  ｂヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段……金利スワップ 

ヘッジ対象……借入金の利息 

  ｃヘッジ方針 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っておりま

す。 

  ｄヘッジ有効性評価の方法 金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略して

おります。 

 (2) 消費税等の処理方法 税抜方式によっております。 
 
 

５．未適用の会計基準等 

 (1) 税効果会計に係る会計基準等 

・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年２月16日） 

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年２月16日） 

① 概要 

個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類１）に該当

する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。 

② 適用予定日 

2019年12月期の期首より適用予定であります。 

③ 当該会計基準等の適用による影響 

影響額は、当計算書類の作成時において評価中であります。 

 

 (2) 収益認識に関する会計基準等 

・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年３月30日) 

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日) 

① 概要 

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。 

ステップ1：顧客との契約を識別する。 

ステップ2：契約における履行義務を識別する。 

ステップ3：取引価格を算定する。 

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。 

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 

② 適用予定日 

2022年12月期の期首より適用予定であります。 

③ 当該会計基準等の適用による影響 

影響額は、当計算書類の作成時において評価中であります。 

 

６．表示方法の変更 

該当事項はありません。 
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（貸借対照表に関する注記） 

１．有形固定資産の減価償却累計額 256,262千円 

  

２．金融取引として会計処理した資産及び負債 

「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」(日本公認会計士協会会

計制度委員会報告第15号)に基づき，金融取引として会計処理した資産及び負債 

販売用不動産 56,508千円 

預り金 90,000千円 

  

３．保証債務等 

保証債務 4,205千円 

(注)抵当権設定登記完了までの仲介物件購入者の住宅ローンに対する保証であります。 

  

４．関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く） 

短期金銭債権 82,571千円 

長期金銭債権 312,072千円 

短期金銭債務 162,386千円 

 

５．当座貸越契約及び貸出コミットメント 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。 

また、当社は東京建物株式会社が導入しているＣＭＳ（貸出コミットメント）に参加しております。 

これらに基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は以下のと

おりであります。 

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 30,000,000千円 

借入実行残高 2,000,060千円 

差引額 27,999,939千円 

 

 
 

（損益計算書に関する注記） 

１．関係会社との取引高 

営業取引の取引高 2,985,388千円 

営業取引以外の取引高 21,920千円 

 

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額 

営業原価 2,025千円 
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（税効果会計に関する注記） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

(繰延税金資産)   

  退職給付引当金 520,450千円 

 販売用不動産 760,246千円 

 減損損失 59,181千円 

  賞与引当金 22,546千円 

  貸倒引当金 2,391千円 

 未払事業税 66,741千円 

  その他 31,483千円 

   (繰延税金資産小計) 1,463,040千円 

  評価性引当額 △681,751千円 

   (繰延税金資産合計) 781,289千円 

(繰延税金負債)   

  (繰延税金負債合計) －千円 

   繰延税金資産の純額 781,289千円 
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（金融商品に関する注記） 

1. 金融商品の状況に関する事項 

 (1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、不動産投資計画に照らして、必要な資金を調達しております。一時的な余裕資金は安全性の高い金融資産、

もしくは東京建物株式会社が導入しているＣＭＳ（キャッシュマネジメントシステム）にて運用し、また、短期的

な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は、金利変動リスクのヘッジ及び支払金利の軽

減を主眼とし、投機的な取引は行わない方針であります。 

 (2) 金融商品の内容及びそのリスク 

営業未収入金及び立替金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、ほとんど１年以内の回収予定であります。 

有価証券及び投資有価証券は、主に資産流動化法に基づく特定目的会社に対する優先出資証券、特別目的会社に対

する匿名組合出資金及び業務上の関係を有する企業の株式等であり、それぞれ発行体の信用リスク及び市場価格の

変動リスクに晒されております。 

営業未払金、未払金、未払費用、未払法人税等及び預り金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。 

借入金は、運転資金（主として短期）及び不動産投資資金（主として長期）の調達を目的としたものであります。

このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ）

を利用してヘッジしております。 

  

  

2. 金融商品の時価等に関する事項 

2018年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（(注)２参照）。 

  
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価 

(千円) 
差額 

(千円) 

(1) 現金及び預金 941,221 941,221 － 

(2) 営業未収入金 171,872     

   貸倒引当金（*１） △1,020     

  170,852 170,852 － 

(3) 立替金 560,846 560,846 － 

資産計 1,672,920 1,672,920 － 

(1) 営業未払金 175,715 175,715 － 

(2) 関係会社短期借入金 2,000,060 2,000,060 － 

(3) 未払金 22,536 22,536 － 

(4) 未払費用 393,010 393,010 － 

(5) 未払法人税等 992,573 992,573 － 

(6) 預り金 2,000,188 2,000,188 － 

(7) 長期借入金（*２） 19,772,500 19,788,363 15,863 

負債計 25,356,584 25,372,447 15,863 

  

(*１) 営業未収入金に対応する貸倒引当金を控除しております。 

(*２) 長期借入金の貸借対照表計上額及び時価には、１年内返済予定の長期借入金が含まれております。 
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(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資産 

(1) 現金及び預金、(2) 営業未収入金、(3) 立替金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

負債 

(1) 営業未払金、(2) 関係会社短期借入金、(3) 未払金、(4) 未払費用、(5) 未払法人税等、(6) 預り金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。 

(7) 長期借入金 

これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値

により算定しております。なお、金利スワップの特例処理の対象となる長期借入金の時価は、当該金利ス

ワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引

いた現在価値により算定しております。 

デリバティブ取引 

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

  

(注) ２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

区分 
貸借対照表計上額 

（千円） 

非上場株式（*１） 53,000 

優先出資証券（*１） 98,828 

匿名組合出資金（*１） 1,003,515 

敷金及び保証金（*２） 2,175,556 

長期預り敷金保証金（*３） 3,870,746 
  

(*１) 非上場株式、優先出資証券及び匿名組合出資金は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められるため、時価開示の対象としておりません。 

(*２) 賃借物件において預託している敷金及び保証金は、市場価格がなく、かつ、入居から退去までの実質

的な預託期間を算定することは困難であり、その他の預託金等についても、実質的な預託期間を算定

することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められ

るため、時価開示の対象としておりません。 

(*３) 賃貸物件における賃借人から預託されている長期預り敷金保証金は、市場価格がなく、かつ、賃借人

の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシ

ュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。 
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（関連当事者との取引に関する注記） 

１．親会社及び法人主要株主等 

種類 会社等の名称 

資本金又は 

出資金 

(千円) 

事業の内容 

又は職業 

議決権等の 

被所有割合 

(％) 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

親会社 
東京建物 

株式会社 
92,451,442 不動産業 

直接 

100.0 

不動産の仲介等 

役員の兼任 

資金の借入 4,159,288 関係会社 

短期借入金 
1,500,060 

利息支払 16,636 

  
  取引条件及び取引条件の決定方針等 

当社は、東京建物株式会社が導入しているＣＭＳ（キャッシュマネジメントシステム）に参加しており、資

金貸借取引はＣＭＳに係るものであります。利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しており、担保は受

け入れておりません。なお、資金の借入に係る取引金額は、期中平均残高を記載しております。 

  

２．子会社等 
  
  該当事項はありません。 

 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

１株当たり純資産額 408円65銭 

１株当たり当期純利益 66円26銭 

 

 
 


