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1.  平成21年9月期第3四半期の業績（平成20年10月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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9月期第3四半期 13,604 ― 3,267 ― 2,449 ― 33 ―

20年9月期第3四半期 8,540 24.9 2,341 △48.5 1,466 △60.5 844 △59.8

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9月期第3四半期 127.25 ―

20年9月期第3四半期 3,158.70 ―

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9月期第3四半期 43,675 15,545 35.6 59,408.35
20年9月期 55,205 15,959 28.9 60,310.17

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  15,545百万円 20年9月期  15,959百万円

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9月期 ― 500.00 ― 1,500.00 2,000.00
21年9月期 ― 0.00 ―

21年9月期 
（予想）

250.00 250.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 19,825 29.3 3,922 △0.2 2,901 4.9 303 △80.5 1,152.95
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
詳細は、４ページ［定性的情報・財務諸表等］４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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） 

詳細は、４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) 発行済株式数（普通株式） 

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9月期第3四半期 267,808株 20年9月期  267,808株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  6,144株 20年9月期  3,185株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第3四半期 263,296株 20年9月期第3四半期 267,432株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
２．当事業年度より「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14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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 当第３四半期累計期間(平成20年10月1日～平成21年６月30日)におけるわが国経済は、世界的な金融危機が実体経

済に波及し、企業収益が大幅に減少するなど景気後退が顕著となりました。また、家計部門においても雇用環境の悪

化により、個人消費が減少し、経済環境は厳しい状況にあります。 

 当社の属する不動産業界におきましては、急激な信用収縮により金融機関の融資姿勢は厳しさを増しております。

このため不動産の流動性も低下し、マーケット全般の先行き見通しは大変不透明な状況にあります。また、企業の収

益低下の影響からオフィスビルの空室率が上昇しております。 

 このような事業環境下、資産の圧縮と有利子負債の削減により自己資本比率を高め、より健全な財務基盤とするた

め積極的に所有不動産の売却活動を行いました。その結果、たな卸資産は対前期末比6,922百万円、有利子負債は同

10,533百万円削減でき自己資本比率は28.9%から35.6%に上昇しました。また、安定収益である賃貸収入を増加させる

ため、新築及びリニューアル工事の完了した既存物件を中心にテナントリーシング業務の強化を行いました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の経営成績は、売上高13,604百万円（前年同期比59.3％増）、経常利益2,449

百万円（同67.1％増）、四半期純利益33百万円（同96.0％減）となりました。 

 なお、四半期純利益が前年同期比減少しておりますのは、当期より適用となりました「棚卸資産の評価に関する会

計基準」によりたな卸資産評価損2,544百万円を特別損失に計上したことによるものです。 

 当第３四半期累計期間の事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 なお、開発分譲事業は、厳しいマーケット環境が継続するとの見通しから、当面は事業環境の推移を注視し、参入

の機会を探ってまいりますが、同事業の業績に占める割合が僅少となっていることから、第１四半期会計期間より、

同事業を業績の部門別開示の対象から除外しております。 

 （不動産投資事業） 

 販売用不動産の売却活動に注力した結果、その売却収入は10,841百万円（前年同期比187.5%増）となり、販売用不

動産からの賃料収入827百万円と併せて、売上高は11,669百万円（同120.7％増）、売上総利益は3,290百万円（同

60.0％増）となりました。 

（賃貸事業） 

 前期末に販売用不動産から固定資産に振替えたことによる物件数の増加及び既存ビルのテナントリーシング強化に

より賃料収入が増加しました。売上高は1,935百万円（前年同期比10.7％増）、売上総利益は631百万円（同1.1％

減）となりました。 

 なお、売上総利益が前年同期比減少しておりますのは、新築及びリニューアル工事の完了したオフィスビルのテナ

ント仲介手数料等経費が先行して支出したことによります。 

 前年同期比は参考として記載しております。 

  

 [財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

  当第３四半期会計期間末におきましては、総資産は、前事業年度末の55,205百万円から43,675百万円と11,529百万

円減少しました。これは主に、資産の圧縮によりたな卸資産が6,922百万円、現金及び預金が4,160百万円減少したこ

とによるものです。 

 総負債は、前事業年度末の39,246百万円から28,130百万円と11,115百万円減少しました。これは主に、不動産の売

却に伴う借入金の返済により短期借入金が1,288百万円、長期借入金（一年以内含む）が8,538百万円及び社債（一年

以内含む）が706百万円減少したことによるものです。 

 純資産は、前事業年度末の15,959百万円から15,545百万円と414百万円減少しました。これは主に、配当金を396百

万円支出したことによるものです。    

  

 [キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報等] 

  当第３四半期累計期間におきましては、現金及び現金同等物の四半期末残高は、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーが6,820百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが105百万円の収入超過、財務活動によるキャッシ

ュ・フローが10,986百万円の支出超過となったことにより、期首より4,060百万円減少し、4,105百万円となりまし

た。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、6,820百万円の収入超過となりました。これは主に、たな卸資産の減少額

3,669百万円及びたな卸資産評価損3,252百万円があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、105百万円の収入超過となりました。これは主に、賃貸事業用の不動産を

中心とした有形固定資産の取得による支出853百万円及び無形固定資産の取得による支出37百万円があったものの、

有形固定資産の売却による収入882百万円及び定期預金の減少による収入100百万円があったことによるものです。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、10,986百万円の支出超過となりました。これは主に、長期借入れによる収

入4,650百万円及び社債発行による収入583百万円があったものの、短期借入金の純減少額1,288百万円、長期借入金

の返済による支出13,188百万円、社債の償還による支出1,306百万円及び配当金の支払額397百万円があったことによ

るものです。  

  

 平成21年３月30日に公表いたしました業績予想からの変更はありません。   

  

  

 （簡便な会計処理） 

①たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、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固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

おります。 

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 税金費用の計算 

 税金費用については、四半期会計期間を含む事業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。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。 

  

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第１四

半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用され

たことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法）に

より算定しております。なお、期首在庫に含まれる変更差額2,544,942千円は特別損失に計上しております。こ

れにより、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ1,366,033千円増加し、税引前四半期純利益

は1,178,909千円減少しております。  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,165,982 8,326,244

営業未収入金 20,927 33,365

販売用不動産 14,843,640 17,021,465

仕掛販売用不動産 7,728,124 12,473,157

その他 204,988 378,772

貸倒引当金 △102 △128

流動資産合計 26,963,559 38,232,877

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 6,980,241 6,539,278

土地 8,055,454 8,464,401

その他（純額） 112,280 256,787

有形固定資産合計 15,147,976 15,260,467

無形固定資産 758,129 722,787

投資その他の資産 806,329 989,568

固定資産合計 16,712,435 16,972,823

資産合計 43,675,995 55,205,700

負債の部   

流動負債   

営業未払金 35,944 95,411

短期借入金 951,500 2,240,000

1年内返済予定の長期借入金 8,368,360 10,355,448

1年内償還予定の社債 1,110,000 1,009,500

未払法人税等 － 6,717

賞与引当金 39,567 19,475

その他 514,926 609,763

流動負債合計 11,020,298 14,336,316

固定負債   

社債 2,052,000 2,859,000

長期借入金 12,976,950 19,528,209

退職給付引当金 16,140 12,841

受入敷金保証金 2,016,281 2,480,187

その他 49,297 29,687

固定負債合計 17,110,669 24,909,925

負債合計 28,130,967 39,246,242

（株）ランドビジネス（8944）　平成21年９月期　第３四半期決算短信（非連結）
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,969,192 4,969,192

資本剰余金 5,099,179 5,099,179

利益剰余金 5,744,942 6,108,373

自己株式 △239,053 △199,683

株主資本合計 15,574,260 15,977,062

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △29,233 △17,604

評価・換算差額等合計 △29,233 △17,604

純資産合計 15,545,027 15,959,457

負債純資産合計 43,675,995 55,205,700

（株）ランドビジネス（8944）　平成21年９月期　第３四半期決算短信（非連結）
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 13,604,858

売上原価 9,683,437

売上総利益 3,921,420

販売費及び一般管理費 654,369

営業利益 3,267,051

営業外収益  

受取利息 7,138

受取配当金 205

雑収入 4,521

営業外収益合計 11,865

営業外費用  

支払利息 479,138

資金調達費用 312,453

雑損失 37,409

営業外費用合計 829,001

経常利益 2,449,915

特別利益  

固定資産売却益 148,305

貸倒引当金戻入額 26

特別利益合計 148,331

特別損失  

たな卸資産評価損 2,544,942

特別損失合計 2,544,942

税引前四半期純利益 53,303

法人税等 19,800

四半期純利益 33,503

（株）ランドビジネス（8944）　平成21年９月期　第３四半期決算短信（非連結）
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 53,303

減価償却費 247,520

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,091

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,299

受取利息及び受取配当金 △7,343

支払利息 479,138

固定資産売却損益（△は益） △148,305

たな卸資産評価損 3,252,996

売上債権の増減額（△は増加） 12,438

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,669,862

仕入債務の増減額（△は減少） △59,467

その他 △212,291

小計 7,311,215

利息及び配当金の受取額 7,343

利息の支払額 △482,361

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △16,098

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,820,098

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 100,000

有形固定資産の取得による支出 △853,904

有形固定資産の売却による収入 882,640

無形固定資産の取得による支出 △37,383

その他 14,616

投資活動によるキャッシュ・フロー 105,968

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） △1,288,500

長期借入れによる収入 4,650,500

長期借入金の返済による支出 △13,188,847

社債の発行による収入 583,450

社債の償還による支出 △1,306,500

自己株式の取得による支出 △39,370

配当金の支払額 △397,062

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,986,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,060,262

現金及び現金同等物の期首残高 8,166,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,105,982
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  8,540,547

Ⅱ 売上原価  5,421,538

売上総利益  3,119,009

Ⅲ 販売費及び一般管理費  777,509

営業利益  2,341,499

Ⅳ 営業外収益  14,134

Ⅴ 営業外費用  889,119

経常利益  1,466,515

Ⅵ 特別利益  5,000

Ⅶ 特別損失  7,182

税引前四半期純利益  1,464,332

法人税、住民税及び事業税  487,000

法人税等調整額  132,594

四半期純利益  844,738
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前第３四半期累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純利益  1,464,332

減価償却費  139,154

貸倒引当金の増減額（減少：△）  1,866

賞与引当金の増減額（減少：△）  18,578

退職給付引当金の増減額（減少：△）  1,854

受取利息及び受取配当金 △9,830

支払利息  625,845

投資有価証券売却益 △5,000

売上債権の増減額（増加：△） △637,315

たな卸資産の増減額（増加：△） △1,884,358

仕入債務の増減額（減少：△）  290,377

その他  459,103

小計  464,608

利息及び配当金の受取額  9,830

利息の支払額 △655,786

法人税等の支払額 △2,447,659

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,629,007

Ⅱ 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 △441,314

無形固定資産の取得による支出 △923

有価証券の償還による収入  3,000

投資有価証券の取得による支出 △5,000

投資有価証券の売却による収入  55,000

その他投資の取得による支出 △3,610

投資活動によるキャッシュ・フロー △392,848

Ⅲ 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（減少：△）  5,125,000

長期借入れによる収入  7,357,000

長期借入金の返済による支出 △7,030,521

社債の発行による収入  1,028,639

社債の償還による支出 △917,000

配当金の支払額 △674,016

自己株式の取得による支出 △199,683

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,689,418

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（減少：△）  1,667,563

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  8,481,762

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  10,149,325
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