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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 40,451 ― △5,822 ― △7,656 ― △4,908 ―

20年3月期第3四半期 42,670 4.7 5,797 21.3 4,047 17.9 2,341 17.7

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 △80.05 ―

20年3月期第3四半期 38.19 ―

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 230,035 37,449 16.3 610.80
20年3月期 218,280 43,000 19.7 701.31

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  37,449百万円 20年3月期  43,000百万円

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  

※平成21年3月期 第2四半期末、期末に各1円50銭 年間3円00銭の記念配当を含む  

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― 5.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 10.00

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 80,000 9.5 △2,200 ― △4,800 ― △5,900 ― △96.23

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、６ページ【定性的情報・財務諸表】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、６ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性が
あります。 
２．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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 61,389,059株 20年3月期 61,389,059株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 76,655株 20年3月期 75,065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 61,312,570株 20年3月期第3四半期 61,317,801株
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【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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化や、

急激な円高の影響等により、企業収益の悪化や個人消費の停滞等の不安材料が顕在化

し、景気は後退局面となっております。不動産業界におきましては、マンション販売

市場は、販売価格の上昇や景気の急速な悪化等によりお客様の購買意欲が減退したた

め、契約率は低水準で推移し、販売在庫が増加するといった傾向が続きました。また、

賃貸ビル市場は、景気悪化を背景に企業のオフィス需要が一段落したため空室率が上

昇し、新築ビルの賃料水準については下落局面を迎えるなど、業界を取り巻く環境は

一層厳しさを増しております。 

このような状況のもと、当社グループは、主力商品である分譲マンションの販売体

制を強化し、積極的な営業活動を展開してまいりましたが、お客様の買い控え傾向に

対する販売価格の見直し等による影響から利益率は大幅に低下いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績につきましては、

営業収益は404億５千１百万円（前年同期比5.2％減）、営業損失は58億２千２百万円、

経常損失は 76 億５千６百万円、四半期純損失は 49 億８百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

〔事業セグメント別営業収益〕                  （単位：百万円） 

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 前年同期比増減（△） 事業の種類別 

セグメントの名称 金  額 金  額 金  額 増減率（％）

不動産販売事業 26,335 24,947 △1,387 △ 5.3 

不動産賃貸事業 9,026 9,457 431 4.8 

不動産斡旋事業 5,801 4,715 △1,086 △18.7 

その他の事業 2,188 1,794 △  393 △18.0 

小     計 43,351 40,915 △2,436 △ 5.6 

消去又は全社 △681 △463 217 △31.9 

合     計 42,670 40,451 △2,219 △ 5.2 

（注） 前年同四半期の金額および増減率は参考として記載しております。



有楽土地㈱(8838) 平成21年３月期 第３四半期決算短信

 

 
 

 

－ 3 － 

  （不動産販売事業） 

不動産販売事業におきましては、ファミリー層を対象とした物件に加えて、都心

高額物件の販売も行いましたが、分譲戸建住宅等の引渡し戸数が減少したため、当

第３四半期連結累計期間の営業収益は 249 億４千７百万円（前年同期比 5.3％減）と

なりました。 

〔主な引渡物件〕 

・分譲マンション 

「グランツオーベル南平台」       （東京都渋谷区） 

「グローブスクエア」          （東京都稲城市） 

「オーベル馬込ｉＬ」          （東京都大田区） 

「オーベル相模大野ブライトアベニュー」 （神奈川県相模原市） 

「オーベル代々木公園」         （東京都渋谷区） 

〔営業収益の内訳〕                       （単位：百万円） 
前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

摘     要 
販売数量 営業収益 販売数量 営業収益 

マンション 

戸建・宅地 

その他 

498 戸

46 戸

─

22,968 

3,090 

275 

406 戸 

14 戸 

─ 

23,117 

666 

1,163 

合     計 ─ 26,335 ─ 24,947 

（注）１. 金額は消費税等抜きで表示しております。 

２. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。 

３． 他社との共同事業物件の販売数量および金額は当社持分によっております。 

４． 前年同四半期の金額は参考として記載しております。 
 

 

（不動産賃貸事業） 

不動産賃貸事業におきましては、「ライズシティ池袋（区分所有床）」（東京都豊島

区）の賃料収入（賃貸ビル・転貸ビル）等ならびにエスエス製薬本社ビルの賃貸借

管理業務等のフィービジネスの収益が増加いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は 94 億５千７百万円（前年同期

比 4.8％増）となりました。 

〔営業収益の内訳〕                       （単位：百万円） 

摘     要 
前第３四半期 

連結累計期間 

当第３四半期 

連結累計期間 

オフィスビル等の賃貸 

オフィスビル等の転貸 

単身赴任者専用マンションの賃貸 

オフィスビル等の管理 

その他 

3,986 

1,998 

658 

1,521 

861 

4,037 

2,104 

665 

1,645 

1,004 

合     計 9,026 9,457 

（注）１. 金額は消費税等抜きで表示しております。 

２. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。 

３. 前年同四半期の金額は参考として記載しております。 
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〔賃貸有効面積等の状況〕 

摘     要 
前第３四半期 

連結会計期間末 

当第３四半期 

連結会計期間末

オフィスビル等 

  （所 有） 

（転 貸） 

 

97,475 ㎡ 

50,517 ㎡ 

 

101,446 ㎡ 

48,450 ㎡ 

単身赴任者専用マンション 763 室 763 室 

 

 

（不動産斡旋事業） 

不動産斡旋事業におきましては、不動産流通市場の市況悪化の影響を受け、個人

向け仲介、法人向け仲介のいずれも取引量が減少いたしました。その結果、当第３

四半期連結累計期間の営業収益は 47 億１千５百万円（前年同期比 18.7％減）となり

ました。 

〔営業収益の内訳〕                       （単位：百万円） 

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
摘     要 

取扱件数 営業収益 取扱件数 営業収益 

不動産仲介 

販売受託 

その他 

4,087 件

716 件

─

4,928 

837 

35 

3,740 件 

817 件 

─ 

3,986 

625 

103 

合     計 ─ 5,801 ─ 4,715 

（注）１. 金額は消費税等抜きで表示しております。 

２. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。 

３. 前年同四半期の金額は参考として記載しております。 

  

 

（その他の事業） 

その他の事業におきましては、保険代理業、リフォーム事業ならびに不動産鑑定な

どにおいて、積極的に営業活動を展開してまいりましたが、当第３四半期連結累計

期間の営業収益は 17 億９千４百万円（前年同期比 18.0％減）となりました。 

〔営業収益の内訳〕                       （単位：百万円） 

摘     要 
前第３四半期 

連結累計期間 

当第３四半期 

連結累計期間 

保険代理手数料 

リフォーム売上高 

その他 

834 

693 

660 

778 

688 

328 

合     計 2,188 1,794 

（注）１. 金額は消費税等抜きで表示しております。 

２. 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。 

３. 前年同四半期の金額は参考として記載しております。 
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２. 財政状態に関する分析 

（１）当第３四半期連結会計期間末の財政状態 

(資産の部) 

資産合計は 2,300 億３千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ 5.4％、117

億５千５百万円の増加となりました。これは不動産販売事業における事業用地の取

得等によるたな卸資産の増加が主な要因であります。 

 

    (負債の部)                          

負債合計は 1,925 億８千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ 9.9％、173

億６百万円の増加となりました。これは不動産販売事業における事業用地の取得等

に伴う有利子負債の増加が主な要因であります。 

 

  (純資産の部) 

純資産合計は 374 億４千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ 12.9％、55

億５千万円の減少となりました。これは四半期純損失の計上による利益剰余金の減

少が主な要因であります。その結果、自己資本比率は 16.3％となり、前連結会計

年度末に比べ 3.4％の減少となっております。 

 

（２）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（以下「資金」という。）

は、59 億９千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ 10 億５千１百万円の減少

となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

     営業活動による資金の減少は 231 億９千２百万円となりました。これは主に不動

産販売事業における事業用地の取得等による資金の減少があったためであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

      投資活動による資金の減少は 29 億８百万円となりました。これは主に投資有価

証券の取得による資金の減少があったためであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

      財務活動による資金の増加は 250 億４千９百万円となりました。これは借入金の

調達による資金の増加があったためであります。 

 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 

   業績予想につきましては、平成 20 年９月 25 日付の「平成 21 年３月期 業績予想(連

結・個別)の修正に関するお知らせ」からの変更はありません。 
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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） 

該当事項はありません。 

 

（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 

① 棚卸資産の評価方法 

       当第３四半期連結会計期間末における棚卸資産の簿価切下げについては、収

益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを

行う方法によっております。 

    ② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

       繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営

環境等に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生状況について著しい変化

が認められた場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングに、当該著しい変化の影響を加味したものを利用する

方法によっております。 

       税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

       ただし、税引前四半期純損失となった場合等には、法定実効税率を乗じて計

算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

（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 

① 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。 

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企業会計審議会第一部会）、平成

19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委

員会）、平成 19 年３月 30 日改正））が平成 20 年４月１日以後開始する連結会計年

度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、

第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の

方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

しております。 
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なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

引き続き採用しております。 

これによる損益およびセグメント情報に与える影響はありません。 

 
 



５．四半期連結財務諸表 
 （１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 5,994 7,045

営業未収入金 499 383

販売用不動産 25,125 21,745

仕掛不動産 41,618 32,634

素材不動産 47,880 51,386

繰延税金資産 1,007 746

その他 1,941 1,779

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 124,066 115,722

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 46,139 46,137

減価償却累計額 △21,305 △20,181

建物及び構築物（純額） 24,834 25,956

土地 65,303 65,347

建設仮勘定 153 －

その他 433 432

減価償却累計額 △320 △311

その他（純額） 112 121

有形固定資産合計 90,403 91,424

無形固定資産   

借地権 980 980

その他 170 107

無形固定資産合計 1,150 1,087

投資その他の資産   

投資有価証券 7,011 5,013

差入保証金 3,445 3,699

繰延税金資産 3,145 509

その他 1,440 1,470

貸倒引当金 △627 △648

投資その他の資産合計 14,414 10,045

固定資産合計 105,968 102,557

資産合計 230,035 218,280
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,700 4,746

営業未払金 1,197 1,480

短期借入金 86,611 53,672

未払金 438 1,227

未払法人税等 22 1,093

その他 6,150 10,824

流動負債合計 98,120 73,043

固定負債   

長期借入金 73,837 81,233

再評価に係る繰延税金負債 5,297 5,298

退職給付引当金 1,706 1,804

役員退職慰労引当金 230 215

受入敷金保証金 13,286 13,593

その他 108 90

固定負債合計 94,465 102,236

負債合計 192,585 175,279

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,625 13,625

資本剰余金 6,598 6,599

利益剰余金 20,550 25,977

自己株式 △30 △31

株主資本合計 40,743 46,171

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 162 285

繰延ヘッジ損益 △0 △3

土地再評価差額金 △3,455 △3,452

評価・換算差額等合計 △3,293 △3,171

純資産合計 37,449 43,000

負債純資産合計 230,035 218,280
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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：百万円）

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) 

営業収益 40,451

営業原価 40,000

営業総利益 450

販売費及び一般管理費 6,272

営業損失（△） △5,822

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 15

還付加算金 7

その他 20

営業外収益合計 48

営業外費用  

支払利息 1,878

その他 4

営業外費用合計 1,882

経常損失（△） △7,656

特別利益  

貸倒引当金戻入額 22

その他 0

特別利益合計 22

特別損失  

固定資産売却損 18

固定資産除却損 8

ゴルフ会員権評価損 9

投資有価証券評価損 35

特別損失合計 71

税金等調整前四半期純損失（△） △7,704

法人税等 △2,796

四半期純損失（△） △4,908
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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）

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損失（△） △7,704

減価償却費 1,173

退職給付引当金の増減額（△は減少） △97

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21

受取利息及び受取配当金 △20

支払利息 1,878

固定資産売却損益（△は益） 18

売上債権の増減額（△は増加） △115

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,857

仕入債務の増減額（△は減少） △1,772

前受金の増減額（△は減少） △1,437

預り金の増減額（△は減少） △3,160

その他 △565

小計 △20,682

利息及び配当金の受取額 20

利息の支払額 △1,528

法人税等の支払額 △1,001

営業活動によるキャッシュ・フロー △23,192

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △2,268

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

27

有形固定資産の取得による支出 △473

有形固定資産の売却による収入 11

受入敷金保証金の返還による支出 △893

受入敷金保証金の受入による収入 550

差入保証金の差入による支出 △15

差入保証金の回収による収入 304

その他 △153

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,908

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 209,000

短期借入金の返済による支出 △182,400

長期借入れによる収入 5,900

長期借入金の返済による支出 △6,957

配当金の支払額 △492

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 25,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,051

現金及び現金同等物の期首残高 7,045

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,994
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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。

(4)継続企業の前提に関する注記

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。

(5)セグメント情報

［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:百万円)

不 動 産 不 動 産 不 動 産 その他の 消　　去
販売事業 賃貸事業 斡旋事業 事　　業 又は全社

営業収益

(1)外部顧客に対する営業収益 24,947 9,409 4,329 1,764 40,451 40,451

(2)セグメント間の

　 内部営業収益又は振替高 47 385 30 463 (   463 )

計 24,947 9,457 4,715 1,794 40,915 (   463 ) 40,451

営業利益(又は営業損失) △ 7,268 2,704 △   616 744 △ 4,435 ( 1,386 ) △ 5,822

（注）１．事業区分は、営業収益集計区分によっております。

　２．各事業の主要な内容

　 　　(1)不動産販売事業 … マンション・一戸建住宅の建設、販売 

　　 　(2)不動産賃貸事業 … オフィスビルの賃貸、転貸、管理

　　 　(3)不動産斡旋事業 … 不動産仲介、コンサルティング、受託販売 

　　 　(4)その他の事業   … 不動産鑑定、保険代理業、リフォーム事業等

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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。

計 連　 結
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〔参考〕

（要約）前四半期連結損益計算書

(単位:百万円)

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

Ⅰ 営業収益 42,670

Ⅱ 営業原価 30,838

営業総利益 11,832

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,034

営業利益 5,797

Ⅳ 営業外収益 35

Ⅴ 営業外費用 1,785

経常利益 4,047

Ⅵ 特別利益 13

Ⅶ 特別損失 60

税金等調整前四半期純利益 4,000

法人税、住民税及び事業税 1,333

法人税等調整額 325

四半期純利益 2,341
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セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

（注）１．事業区分は、営業収益集計区分によっております。

　２．各事業の主要な内容

　 　　(1)不動産販売事業 … マンション・一戸建住宅の建設、販売 

　　 　(2)不動産賃貸事業 … オフィスビルの賃貸、転貸、管理

　　 　(3)不動産斡旋事業 … 不動産仲介、コンサルティング、受託販売 

　　 　(4)その他の事業   … 不動産鑑定、保険代理業、リフォーム事業等

  ３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容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19年４月１日  至 平成19年12月31日） (単位:百万円)

不 動 産 不 動 産 不 動 産 その他の 消　　去
販売事業 賃貸事業 斡旋事業 事　　業 又は全社

Ⅰ営業収益及び営業損益

営　業　収　益

(1)外部顧客に対する営業収益 26,335 8,979 5,178 2,177 42,670 42,670

(2)セグメント間の

　 内部営業収益又は振替高 47 622 11 681 (   681 )

計 26,335 9,026 5,801 2,188 43,351 (   681 ) 42,670

営 業 費 用 23,301 6,432 5,519 1,020 36,273 599 36,872

営 業 利 益 3,034 2,594 282 1,167 7,078 ( 1,281 ) 5,797

計 連　 結

(単位:百万円)

前第３四半期連結累計期間 主    な    内    容

消去又は全社の項目に含め
た配賦不能営業費用の金額

1,297 当社本社の事務管理部門に係る費用であります。
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