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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 10,371 ― 3,607 ― 3,318 ― 1,308 ―
20年3月期第3四半期 8,930 8.4 3,463 2.9 3,182 0.8 1,978 28.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 28.65 ―
20年3月期第3四半期 43.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 76,932 34,956 45.4 777.03
20年3月期 78,183 35,840 45.8 781.75

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  34,956百万円 20年3月期  35,840百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00
21年3月期 ― 5.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.50 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 12,000 0.7 4,400 △4.1 4,000 △3.0 2,000 △16.3 44.46

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業務予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  ・上記に記載した予想数値は、平成２０年５月１３日発表の連結業績予想を変更しておりません。 
   実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
  ・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号及び「四半 
   期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１４号）を適用しており 
   ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  45,898,798株 20年3月期  45,898,798株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  911,979株 20年3月期  52,128株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  45,669,444株 20年3月期第3四半期  45,860,702株
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米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融資本市場の混乱と実態経済の悪化により、我が
国経済も景気の混迷が顕著となってまいりました。不動産賃貸事業におきましても、都市部のビル空室率
が急激に上昇し始めるなど環境は極めて厳しくなっております。 
 そうした中、当社グループの第３四半期末の空室率は既存ビルへのテナント誘致活動に注力の結果2.6%
と、前期末の3.1%から若干改善致しました。また、将来の営業地盤の拡大を図るための御成門ビルの新築
工事、ウインズ事業の主要施設であるウインズ梅田Ｂ館の建て替え工事はいずれも計画どおりに進捗して
おります。さらに、昨年12月には当社にとって７棟目となるデータセンタービルの建築用地を取得するこ
とを決定致しました。 
  
 当第３四半期累計期間の業績は、既存ビルへのテナント入居により不動産賃貸収入及び建築請負工事売
上が増加し、売上高は10,371百万円となりました。これに伴い、営業利益は3,607百万円、経常利益は
3,318百万円となりました。特別損失に旧ウインズ梅田Ｂ館解体に係る固定資産除却損を計上しましたの
で、当四半期純利益は1,308百万円となりました。 
  
 事業の種類別セグメントの業績(営業利益は決算調整前)は、次のとおりであります。 
 ①土地建物賃貸事業 
   既存ビルの稼働率向上による増収がありましたので、売上高は8,546百万円となりました。営業 
  利益は3,511百万円となりました。 
 ②ビル管理事業 
  既存ビルへのテナント入居がすすみましたので、売上高は476百万円となりました。営業利益は 
  156百万円となりました。 
 ③その他の事業 
  テナント入居に伴う建築請負工事売上が増加したため、売上高は1,348百万円となり、営業利益 
  は185百万円となりました。 
  
  

  

当第３四半期末における総資産は76,932百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,251百万円減少しま
した。主な要因は、投資有価証券が時価評価替えに伴い2,368百万円減少したことであります。 
 負債合計は41,976百万円となり、前連結会計年度末比366百万円減少しました。借入金の返済が進み有
利子負債が1,063百万円減少したことが主な要因であります。 
 純資産は34,956百万円となり、前連結会計年度末比884百万円減少しました。利益剰余金は777百万円増
加しましたが、その他有価証券評価差額金が1,335百万円減少したことが主因であります。 
  
キャッシュ・フローにつきましては、第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は1,942百万円

となり、前連結会計年度末から386百万円増加しました。第３四半期累計期間の各キャッシュ・フローの
状況は、次のとおりであります。 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
 営業活動から得られた資金は3,840百万円となりました。法人税等調整前四半期純利益が2,184百 

  万円、減価償却費が1,326百万円となったことが主な要因であります。 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
 投資活動では、主として固定資産の取得で1,948百万円の資金を使用した結果、キャッシュ・フ 

  ローは1,569百万円減少致しました。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
 財務活動では、長期借入金の減少、配当金の支払等で1,633百万円の資金を使用し、キャッシュ・ 

  フローは1,884百万円減少致しました。 
  

  

  

景況悪化に伴う当社業績への影響は見通し難い状況ではありますが、現在のところ平成20年５月13日発
表の連結業績予想に変更はありません。 
 今後、何らかの変化ある場合には適切に開示して参ります。 
  

・定性的情報・財務諸表等

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
 なお、平成20年４月１日付で連結子会社京阪神建築サービス株式会社は、連結子会社京阪神ビルサー
ビス株式会社を吸収合併致しましたが、これによる連結決算への影響はありません。 
  

  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境や一時差異の発生状
況等に著しい変化がないと認められますので、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測や
タックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  

  

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,942,673 1,556,512

受取手形及び売掛金 1,406,528 176,016

その他 302,850 353,619

流動資産合計 3,652,051 2,086,148

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 53,262,215 57,272,957

減価償却累計額 △21,547,021 △22,894,940

建物及び構築物（純額） 31,715,193 34,378,016

土地 27,910,463 27,920,436

建設仮勘定 1,503,541 5,239

その他 551,153 553,267

減価償却累計額 △371,985 △351,817

その他（純額） 179,167 201,450

有形固定資産合計 61,308,366 62,505,143

無形固定資産 16,065 19,665

投資その他の資産   

投資有価証券 6,708,673 9,077,485

その他 5,247,093 4,495,051

投資その他の資産合計 11,955,767 13,572,536

固定資産合計 73,280,199 76,097,345

資産合計 76,932,251 78,183,493

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,103,340 8,679

短期借入金 9,687,936 9,654,396

未払法人税等 184,878 217,834

引当金 － 18,320

その他 1,389,852 1,522,314

流動負債合計 12,366,006 11,421,544

固定負債   

社債 2,000,000 2,000,000

長期借入金 20,291,415 21,346,222

引当金 190,268 156,417

その他 7,128,527 7,418,900

固定負債合計 29,610,210 30,921,540

負債合計 41,976,217 42,343,085
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,688,158 7,688,158

資本剰余金 7,529,420 7,530,440

利益剰余金 23,328,212 22,550,834

自己株式 △362,738 △33,570

株主資本合計 38,183,052 37,735,862

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 814,227 2,149,545

土地再評価差額金 △4,041,246 △4,044,999

評価・換算差額等合計 △3,227,019 △1,895,454

純資産合計 34,956,033 35,840,408

負債純資産合計 76,932,251 78,183,493
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 10,371,533

売上原価 6,238,205

売上総利益 4,133,328

販売費及び一般管理費 525,663

営業利益 3,607,664

営業外収益  

受取利息 3,494

受取配当金 130,103

その他 20,685

営業外収益合計 154,283

営業外費用  

支払利息 435,815

その他 7,672

営業外費用合計 443,487

経常利益 3,318,460

特別利益  

受取補償金 521,800

受取違約金 1,259

その他 265

特別利益合計 523,325

特別損失  

投資有価証券売却損 2,648

固定資産除却損 1,437,413

投資有価証券評価損 214,518

その他 2,208

特別損失合計 1,656,788

税金等調整前四半期純利益 2,184,996

法人税、住民税及び事業税 851,610

法人税等調整額 25,065

法人税等合計 876,675

四半期純利益 1,308,320
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,433,696

売上原価 2,985,624

売上総利益 1,448,072

販売費及び一般管理費 166,089

営業利益 1,281,982

営業外収益  

受取利息 584

受取配当金 55,100

その他 3,414

営業外収益合計 59,099

営業外費用  

支払利息 145,933

その他 6,576

営業外費用合計 152,510

経常利益 1,188,572

特別利益  

受取補償金 515,000

特別利益合計 515,000

特別損失  

固定資産除却損 1,429,054

投資有価証券評価損 59,338

特別損失合計 1,488,392

税金等調整前四半期純利益 215,179

法人税、住民税及び事業税 39,234

法人税等調整額 40,797

法人税等合計 80,031

四半期純利益 135,147
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 2,184,996

減価償却費 1,326,793

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 31,847

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,003

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,320

受取利息及び受取配当金 △133,597

支払利息 435,815

投資有価証券売却損益（△は益） 2,382

投資有価証券評価損益（△は益） 214,518

有形固定資産除却損 1,437,413

受取補償金 △521,800

受取違約金 △1,259

不動産取得税及び登録免許税 2,208

営業債権の増減額（△は増加） △1,298,606

営業債務の増減額（△は減少） 955,245

未収消費税等の増減額（△は増加） 68,859

未払消費税等の増減額（△は減少） 279,903

小計 4,968,403

利息及び配当金の受取額 133,577

利息の支払額 △418,085

法人税等の支払額 △843,771

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,840,124

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,948,529

無形固定資産の取得による支出 △4,725

投資有価証券の売却による収入 3,847

投資有価証券の取得による支出 △99,926

長期未払金支払による支出 △42,270

補償金による収入 521,800

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,569,804

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） 100,000

長期借入れによる収入 4,000,000

長期借入金の返済による支出 △5,121,267

建築協力金の返済による支出 △20,709

自己株式の売却による収入 3,715

自己株式の取得による支出 △333,903

配当金の支払額 △511,995

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,884,159

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 386,160

現金及び現金同等物の期首残高 1,556,512

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,942,673
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

  当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 
該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 
（単位：千円） 

 
  
（注）1.事業区分は売上集計区分によっております。  

   2.事業の主な内容  

    (1)土地建物賃貸事業 … 土地建物の賃貸  

    (2)ビル管理事業 … 建物・機械設備の維持管理、清掃等  

    (3)その他の事業 … 建築請負、不動産仲介  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

本邦以外の国又は地域に連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

  当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

土地建物
賃貸事業

ビル管理
事業

その他の
事業

計
消去 

又は全社
連結

売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 8,546,110 476,927 1,348,495 10,371,533 － 10,371,533

 (2)セグメント間の内部売上高 
     又は振替高

720 419,431 － 420,151 (420,151) －

計 8,546,830 896,359 1,348,495 10,791,685 (420,151) 10,371,533

営業利益 3,511,586 156,556 185,237 3,853,380 (245,715) 3,607,664

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

京阪神不動産㈱（8818） 平成21年３月期 第３四半期決算短信

9



「参考」

 前年同四半期に係る財務諸表等

前四半期連結損益計算書

科  目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日)

金額(千円)

Ⅰ 営業収益 8,930,008

Ⅱ 営業原価 4,938,415

   営業総利益 3,991,592

Ⅲ 販売費及び一般管理費 527,870

   営業利益 3,463,721

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 5,320

 2. 受取配当金 120,844

 3. その他 17,856

  営業外収益合計 144,022

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 423,517

 2. その他 1,762

  営業外費用合計 425,280

   経常利益 3,182,463

Ⅵ 特別利益

 1. 固定資産売却益 270,588

 2. 投資有価証券売却益 751

 3. 国庫補助金収入 －

 4. 違約金 －

 5. 補償金 174,700

  特別利益合計 446,039

Ⅶ 特別損失

 1. 前期損益修正損 －

 2. 投資有価証券売却損 1,408

 3. 投資有価証券等評価損 4,845

 4. 固定資産除却損 199,755

 5. 固定資産圧縮損 －

 6. 減損損失 －

 7. 不動産取得税等 41,128

  特別損失合計 247,136

   税金等調整前四半期純利益 3,381,366

   法人税、住民税及び事業税 966,072

   法人税等調整額 436,793

   四半期純利益 1,978,500
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前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期(当期)純利益 3,381,366

 ２ 減価償却費 1,387,056

 ３ 前期損益修正損 －

 ４ 減損損失 －

 ５ 退職引当金の増加・減少(△)額 △ 20,827

 ６ 賞与引当金の増加・減少(△)額 △ 16,589

 ７ 受取利息及び受取配当金 △ 126,165

 ８ 支払利息 423,517

 ９ 有形固定資産売却益 △ 270,588

 10 投資有価証券売却益 △ 751

 11 投資有価証券売却損 1,408

 12 投資有価証券等評価損 4,845

 13 有形固定資産除却損 199,755

 14 補償金 △ 174,700

 15 国庫補助金収入 －

 16 有形固定資産圧縮損 －

 17 不動産取得税等 41,128

 18 営業債権の増加(△)・減少額 183,903

 19 営業債務の増加・減少(△)額 523,360

 20 未収消費税等の増加(△)・減少額 42,242

 21 未払消費税等の増加・減少(△)額 △ 934

 22 役員賞与の支払額 －

    小計 5,578,028

  23 利息及び配当金の受取額 126,145

 24 利息の支払額 △ 386,704

 25 法人税等の支払額 △ 2,998,909

  営業活動によるキャッシュ・フロー 2,318,559

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の売却による収入 776,637

 ２ 国庫補助金による収入 －

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △ 5,827,855

 ４ 投資有価証券の売却による収入 12,726

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △ 142,115

 ６ 長期未払金の支払による支出 △ 42,270

 ７ 補償金による収入 174,700

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 5,048,176

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加額 500,000

 ２ 長期借入れによる収入 8,000,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △ 4,730,083

 ４ 建築協力金の返済による支出 △ 21,789

 ５ 自己株式の売却による収入 3,473

 ６ 自己株式の取得による支出 △ 17,350

 ７ 配当金の支払額 △ 442,660

  財務活動によるキャッシュ・フロー 3,291,591

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 561,973

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,835,275

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 2,397,249
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  前第３四半期連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 
（単位：千円） 

 
  

（注）1.事業区分は売上集計区分によっております。  

   2.事業の主な内容  

    (1)土地建物賃貸事業 … 土地建物の賃貸  

    (2)ビル管理事業 … 建物・機械設備の維持管理、清掃等  

    (3)その他の事業 … 建築請負、不動産仲介  

      3.営業費用のうち、消去又は会社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は249,971千円であり、その主なもの 

    は、財務諸表提出会社本社の管理部門に係る費用であります。 

  

  

セグメント情報

土地建物
賃貸事業

ビル管理
事業

その他の
事業

計
消去 

又は全社
連結

売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 8,232,551 474,270 223,186 8,930,008 － 8,930,008

 (2)セグメント間の内部売上高 
     又は振替高

1,429 374,979 － 376,409 ( 376,409 ) －

計 8,233,981 849,250 223,186 9,306,417 ( 376,409 ) 8,930,008

営業費用 4,683,951 723,056 200,415 5,607,423 ( 141,137 ) 5,466,286

営業利益 3,550,029 126,193 22,770 3,698,993 ( 235,271 ) 3,463,721
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