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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
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（１）連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

  営業収益 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 ％ 

23年3月期第２四半期  430,918  0.2  75,692  28.1  61,481  48.9  28,700  44.1

22年3月期第２四半期  429,917  △0.9  59,098  △21.7  41,294  △30.4  19,920  △11.4

  
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 

23年3月期第２四半期  20  68  20  67

22年3月期第２四半期  14  36  14  36

  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 

23年3月期第２四半期  4,298,333  1,291,196  27.4  847  87

22年3月期  4,355,065  1,306,222  27.2  852  36

（参考）自己資本 23年3月期第２四半期 1,176,880百万円 22年3月期 1,183,156百万円 

  
 年間配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年3月期        －  6 00      － 6 00  12  00

23年3月期        －  6    00

23年3月期 

（予想） 
     － 6 00  12  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無

  （％表示は対前期増減率）

  営業収益 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  975,000  △3.8  156,000  4.7  121,000  3.1  63,000  429.4  45  39

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無



４．その他 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関す

る事項は、８ページ １．当四半期決算に関する定性的情報（２）連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

  

  

  

 （１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

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） 23年3月期２Ｑ 1,390,397,097株 22年3月期 1,390,397,097株

② 期末自己株式数 23年3月期２Ｑ 2,346,145株 22年3月期 2,297,588株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期２Ｑ 1,388,070,725株 22年3月期２Ｑ 1,387,090,367株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期の業績は、営業収益が 百万円で前年同期に比べ 百万円の増収（＋ ％）、営業利益

は 百万円で 百万円の増益（＋ ％）、経常利益は 百万円増益（＋ ％）の 百万円

となりました。 

特別損益につきましては、前年同期において容積利用権設定益 百万円を特別利益に計上しておりました

が、当第２四半期においては減損損失 百万円及びエクイティ出資評価損 百万円を特別損失に計上して

おります。 

この結果、税金等調整前四半期純利益は 百万円となり、四半期純利益は前年同期に比べ 百万円増益

（＋ ％）の 百万円となりました。   

当第２四半期（平成22年４月１日～平成22年９月30日）の業績及び各セグメントの業績は次の通りであります。

  

 （注）第１四半期より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。前年同期において記載しておりました消去又は全社の金額を調整額

として記載しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

    

430,918 1,001 0.2

75,692 16,594 28.1 20,186 48.9 61,481

1,263

2,134 1,385

57,960 8,780

44.1 28,700

  （単位：百万円）

区  分 前第２四半期 当第２四半期 増減

営業収益  429,917  430,918  1,001

営業利益  59,098  75,692  16,594

経常利益  41,294  61,481  20,186

四半期純利益  19,920  28,700  8,780

  （単位：百万円）

  

前第２四半期 当第２四半期 

営業収益
営業利益又は
営業損失（△） 

営業収益 
営業利益又は
営業損失（△） 

ビル事業  217,581  62,826  231,686  74,352

住宅事業  150,519  △480  128,961  575

資産開発事業  6,976    3,170  8,940  4,716

海外事業  18,825  4,219  22,913  5,519

設計監理事業  8,906    856  6,885    △731

注文住宅事業  10,798  △645  12,641  △372

ホテル事業    13,694  △443  13,677  △282

不動産サービス事業  11,062    △1,653  11,967    △1,047

その他の事業  1,656  187  1,635  98

調整額（注）   △10,104  △8,938  △8,391  △7,134

合  計  429,917  59,098    430,918    75,692
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（a）ビル事業 

・当第２四半期においては、平成21年４月に竣工した「丸の内パークビル」の収益等が寄与したことから、建物

賃貸収益は前年同期に比べ増収となりました。 

なお、当社の平成22年９月末の空室率は ％となっております。 

・この結果、当セグメントの営業収益は 百万円と前年同期に比べ 百万円の増収となり、営業利益

は前年同期に比べ 百万円増益の 百万円となりました。 

・平成20年からの10年間となる「第２ステージ」では、「第１ステージ」から取り組んできた丸の内再構築の更

なる「広がり」と「深まり」を目指し、「大手町・丸の内・有楽町地区」全域にその効果を波及させる計画で

す。なお、平成21年９月に新築工事に着手した「(仮称)丸の内１－４計画（東銀ビル・住友信託銀行東京ビ

ル・三菱ＵＦＪ信託銀行東京ビル建替計画）」は平成24年１月の竣工を目指しております。 

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益 億円を見込んでおります。  

（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。  

  

4.02

231,686 14,104

11,526 74,352

4,670 1,470

  （単位：百万円）

摘  要 
前第２四半期 当第２四半期 

貸付面積等 営業収益 貸付面積等 営業収益

建物賃貸 

貸付面積  

（所有） ㎡2,520,899

（転貸） ㎡1,056,132

合計 ㎡3,577,031

 186,390

貸付面積  

（所有） ㎡2,531,864

（転貸） ㎡1,083,436

合計 ㎡3,615,300

 201,709

ビル運営管理受託 管理受託面積 ㎡1,300,354  7,547 管理受託面積 ㎡1,452,793  7,785

営繕請負工事 
受注件数  件 

完成件数  件 

3,004

2,842
 6,996

受注件数  件 

完成件数  件 

3,118

3,025
 6,123

地域冷暖房事業 
供給先 オフィスビル92棟 

ホテル５棟 地下鉄16駅舎 
 4,537

供給先 オフィスビル92棟 

ホテル５棟 地下鉄 駅舎 16
 4,798

その他 －  12,110 －  11,269

合  計 －  217,581 －  231,686

三菱地所㈱　(8802)　平成23年３月期　第２四半期決算短信

 － 3 －



（b）住宅事業  

・マンション事業の主な売上計上物件 

「MID OASIS TOWERS（ミッドオアシスタワーズ）」  マンション （神奈川県相模原市）  

「パークハウス杉並高井戸」           マンション （東京都杉並区）  

「BELISTA西巣鴨」                マンション （東京都豊島区） 

「BELISTA志木」                 マンション （埼玉県朝霞市）  

・マンション事業において売上計上戸数が前年同期に比べ減少したため減収となりました。 

・この結果、当セグメントの営業収益は 百万円と前年同期に比べ 百万円の減収となりましたが、

営業利益は前年同期に比べ 百万円増益の 百万円となりました。 

 なお、マンションの通期売上計上予定額のうち約78％は既に契約済であります。  

・当第２四半期の営業収益は通期見込みの約 ％の水準となっておりますが、これはマンション等の竣工及び顧

客への引渡しが年度末に集中する傾向にあることによる季節要因であります。 

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益 億円を見込んでおります。 

（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戸数及び金額は当社持分によっております。 

  

128,961 21,557

1,055 575

38

3,380 65

  （単位：百万円）

摘  要 
前第２四半期 当第２四半期 

販売数量等 営業収益 販売数量等 営業収益

マンション 販売戸数      戸 2,911    118,428 販売戸数     戸 2,254  91,388

建売住宅 販売戸数      19戸  1,098 販売戸数       5戸  149

更地販売等 販売区画数    39区画  1,198 販売区画数    区画 78  2,892

事業受託等 受注件数１件／売上件数２件    1,708 受注件数０件／売上件数２件  9,229

住宅管理業務受託 受託件数    件 176,943  15,837 受託件数    件 180,349  15,158

余暇事業 －    2,830 －  2,653

その他 －    9,418 －  7,489

合  計 －  150,519 －    128,961
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（c）資産開発事業  

・当第２四半期においては、平成21年７月に竣工した「二番町センタービル」（東京都千代田区）の収益等が寄

与したことから、エクイティ等投資収益は前年同期に比べ増収となりました。 

・この結果、当セグメントの営業収益は 百万円と前年同期に比べ 百万円の増収となり、営業利益は前

年同期に比べ 百万円増益の 百万円となりました。 

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益 億円を見込んでおります。 

（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。 

  

（d）海外事業  

・当第２四半期においては、米国の各都市や英国ロンドン市に保有する資産が安定的に稼動したことに加え、米

国カリフォルニア州において物件売却が実現したこと及び投資マネジメント事業の増収等により、前年同期に

比べ増収となりました。 

・この結果、当セグメントの営業収益は 百万円と前年同期に比べ 百万円の増収となり、営業利益は

前年同期に比べ 百万円増益の 百万円となりました。 

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益 億円を見込んでおります。 

（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。 

  

8,940 1,964

1,545 4,716

290 60

  （単位：百万円）

摘  要 
営  業  収  益

前第２四半期 当第２四半期

エクイティ等投資収益    5,756  6,717

フィー収入  1,219  2,223

合  計    6,976  8,940

22,913 4,088

1,299 5,519

495 105

  （単位：百万円）

摘  要 
前第２四半期 当第２四半期 

貸付面積等 営業収益 貸付面積等 営業収益

不動産開発・賃貸 
貸付面積    ㎡ 

管理受託面積  ㎡ 

530,898

464,005
 17,520

貸付面積    ㎡ 

管理受託面積  ㎡ 

669,952

408,740
   20,818

その他 －  1,304 －  2,095

合  計 －  18,825 －    22,913
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（e）設計監理事業 

・㈱三菱地所設計において、「ＪＸビル」（東京都千代田区）、「豊洲フロント」（東京都江東区）等の設計監

理業務他を売上計上しました。 

・当第２四半期においては、設計監理収益の売上件数及び内装工事収益の売上件数が減少したことにより、それ

ぞれ前年同期に比べ減収となりました。 

・この結果、当セグメントの営業収益は 百万円と前年同期に比べ 百万円減収となり、営業損益は前年

同期に比べ 百万円悪化し、 百万円の損失を計上しました。当第２四半期の営業収益は通期見込みの約

％の水準となっておりますが、これは業務の完成が下期、特に年度末に集中する傾向があることによる季節

要因であります。 

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益 億円を見込んでおります。 

（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。 

   

 （f）注文住宅事業  

・三菱地所ホーム㈱においては、「三菱ホーム」の受注活動に継続的に注力し、当第２四半期の一般注文住宅の

受注件数・売上件数は共に前年同期を上回りました。なお、通期の受注計画に対して、受注は順調に推移して

おります。 

・この結果、当セグメントの営業収益は 百万円と前年同期に比べ 百万円の増収となり、営業損益は

前年同期に比べ 百万円改善したものの、 百万円の損失を計上しました。 

・当第２四半期の営業収益は通期見込みの約 ％の水準となっておりますが、これは注文住宅の完成及び顧客へ

の引渡しが下期、特に年度末に集中する傾向があることによる季節要因であります。 

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益０億円を見込んでおります。  

（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。 

  

6,885 2,021

1,587 731

37

185 10

  （単位：百万円）

摘  要 
前第２四半期 当第２四半期 

売上件数等 営業収益 売上件数等 営業収益

設計監理 
受注件数     430件 

売上件数     405件 
 8,065

受注件数       404件 

売上件数       333件 
   6,148

内装工事 
受注件数      93件 

売上件数      82件 
   428

受注件数        75件 

売上件数        65件 
 285

その他 －  413 －  451

合  計 －  8,906 －    6,885

12,641 1,842

272 372

41

310

  （単位：百万円）

摘  要 
前第２四半期 当第２四半期 

売上件数等 営業収益 売上件数等 営業収益

一般注文住宅事業 
受注件数     220件 

売上件数     134件 
   5,941

受注件数       246件 

売上件数      161件 
 6,676

請負事業 
受注件数      53件 

売上件数      37件 
   824

受注件数      132件 

売上件数       69件 
   1,578

その他 －  4,032 －  4,386

合  計 －    10,798 －    12,641
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 （g）ホテル事業  

・ホテル事業統括会社である㈱ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツを中心に「ロイヤルパークホテルズ」の

ブランド名で展開するホテル事業の強化を図っております。 

・当第２四半期においては、宿泊部門等で増収、宴会部門等は減収となり、営業収益は 百万円と前年同期

並みとなりました。営業損益は前年同期に比べ 百万円改善したものの、 百万円の損失を計上しました。

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益５億円を見込んでおります。 

（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。 

  

（h）不動産サービス事業  

・三菱地所リアルエステートサービス㈱においては、住宅販売受託収益及び不動産仲介収益は取扱件数が増加し

たことによりそれぞれ前年同期に比べ増収となりました。 

・この結果、当セグメントの営業収益は、 百万円と前年同期に比べ 百万円の増収となりましたが、営

業損益は前年同期に比べ 百万円改善したものの、 百万円の損失を計上しました。 

・当年度の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益５億円を見込んでおります。  

（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。 

    

13,677

161 282

295

  （単位：百万円）

摘  要 
営  業  収  益

前第２四半期 当第２四半期

宿泊部門    4,795  4,964

レストラン・バー部門  3,552  3,418

宴会部門  4,116  3,986

その他    1,229  1,308

合  計    13,694  13,677

11,967 904

606 1,047

275

  （単位：百万円）

摘  要 
前第２四半期 当第２四半期 

販売数量等 営業収益 販売数量等 営業収益

住宅販売受託 取扱件数    1,809件  1,970 取扱件数      2,091件  2,494

不動産仲介 取扱件数     802件  2,627 取扱件数        834件  2,642

その他 －  6,464 －  6,830

合  計 －  11,062 －    11,967
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（２）連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期の実績及び今後の見通しを勘案した結果、現時点において平成22年４月30日に発表いたしました業績

予想を変更しておりません。 

   

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。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等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、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。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計基準等の改正に伴う変更 

・第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

 なお、これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

・第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
連結貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 155,516 175,159

受取手形及び営業未収入金 44,659 31,889

有価証券 4,850 3,567

販売用不動産 204,661 150,245

仕掛販売用不動産 365,366 323,943

開発用不動産 8,783 8,844

未成工事支出金 11,178 9,926

その他のたな卸資産 941 814

エクイティ出資 235,931 226,201

繰延税金資産 24,546 41,850

その他 48,700 57,146

貸倒引当金 △654 △506

流動資産合計 1,104,481 1,029,082

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,960,199 1,972,256

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,120,333 △1,096,016

建物及び構築物（純額） 839,865 876,239

機械装置及び運搬具 80,322 80,464

減価償却累計額及び減損損失累計額 △57,696 △56,241

機械装置及び運搬具（純額） 22,625 24,223

土地 1,595,354 1,652,937

信託土地 277,166 277,425

建設仮勘定 25,296 26,723

その他 38,429 38,018

減価償却累計額及び減損損失累計額 △24,812 △23,546

その他（純額） 13,616 14,472

有形固定資産合計 2,773,925 2,872,021

無形固定資産   

借地権 87,827 88,665

その他 6,670 6,927

無形固定資産合計 94,498 95,593

投資その他の資産   

投資有価証券 172,677 201,303

長期貸付金 1,746 1,769

敷金及び保証金 95,606 96,017

繰延税金資産 7,484 7,757

その他 49,746 53,374

貸倒引当金 △1,832 △1,853

投資その他の資産合計 325,428 358,368

固定資産合計 3,193,852 3,325,982

資産合計 4,298,333 4,355,065
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
連結貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 65,743 78,800

短期借入金 95,423 105,586

1年内返済予定の長期借入金 281,477 286,169

1年内償還予定の社債 39,469 39,916

未払法人税等 6,915 8,472

繰延税金負債 0 0

その他 123,204 132,077

流動負債合計 612,234 651,023

固定負債   

社債 540,000 550,000

長期借入金 765,078 772,149

受入敷金保証金 379,521 382,413

繰延税金負債 213,359 223,756

再評価に係る繰延税金負債 332,194 332,194

退職給付引当金 15,838 15,570

役員退職慰労引当金 491 644

負ののれん 85,031 83,705

その他 63,387 37,384

固定負債合計 2,394,902 2,397,819

負債合計 3,007,137 3,048,842

純資産の部   

株主資本   

資本金 141,373 141,373

資本剰余金 170,485 170,485

利益剰余金 423,136 402,792

自己株式 △3,974 △3,926

株主資本合計 731,020 710,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,867 59,729

繰延ヘッジ損益 △536 △376

土地再評価差額金 458,305 458,303

為替換算調整勘定 △51,776 △45,223

評価・換算差額等合計 445,859 472,432

新株予約権 385 305

少数株主持分 113,931 122,760

純資産合計 1,291,196 1,306,222

負債純資産合計 4,298,333 4,355,065
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益 429,917 430,918

営業原価 330,982 318,272

営業総利益 98,935 112,646

販売費及び一般管理費 39,836 36,953

営業利益 59,098 75,692

営業外収益   

受取利息 210 216

受取配当金 1,508 1,672

負ののれん償却額 519 517

持分法による投資利益 556 451

その他 1,785 1,436

営業外収益合計 4,579 4,294

営業外費用   

支払利息 15,137 12,552

固定資産除却損 4,461 3,897

その他 2,785 2,056

営業外費用合計 22,384 18,505

経常利益 41,294 61,481

特別利益   

容積利用権設定益 1,263 －

特別利益合計 1,263 －

特別損失   

減損損失 － 2,134

エクイティ出資評価損 － 1,385

特別損失合計 － 3,520

税金等調整前四半期純利益 42,558 57,960

法人税、住民税及び事業税 7,144 7,049

法人税等調整額 11,553 18,734

法人税等合計 18,698 25,784

少数株主損益調整前四半期純利益 23,859 32,176

少数株主利益 3,939 3,476

四半期純利益 19,920 28,700
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 42,558 57,960

減価償却費 35,064 35,218

有形固定資産除売却損益（△は益） 3,012 492

有価証券売却損益（△は益） △166 △21

有価証券評価損益（△は益） 777 734

エクイティ出資評価損 － 1,385

減損損失 135 2,134

容積利用権設定益 △1,263 －

社債発行費 102 41

のれん償却額 1,427 1,364

持分法による投資損益（△は益） △556 △451

引当金の増減額（△は減少） △282 345

受取利息及び受取配当金 △1,718 △1,888

支払利息 15,165 12,552

売上債権の増減額（△は増加） 11,988 △11,898

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,968 △11,443

エクイティ出資の増減額（△は増加） △15,083 △15,305

前渡金の増減額（△は増加） △2,191 △590

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △5,161 409

仕入債務の増減額（△は減少） △41,576 △14,955

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,847 376

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 10,938 △3,010

その他 △29,431 1,919

小計 43,555 55,371

利息及び配当金の受取額 1,945 2,076

利息の支払額 △15,072 △12,887

法人税等の支払額 △22,651 △808

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,777 43,750

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 94 42

定期預金の預入による支出 △11 △31

有価証券の売却による収入 286 101

有価証券の取得による支出 － △1,000

有形固定資産の売却による収入 354 97

有形固定資産の取得による支出 △58,630 △36,422

投資有価証券の売却及び償還による収入 299 252

投資有価証券の取得による支出 △1,640 △2,725

借地権の取得による支出 △1,407 －

短期貸付金の回収による収入 36 9

短期貸付けによる支出 △3 △1

長期貸付金の回収による収入 44 37

長期貸付けによる支出 △29 △20

共同事業による収入 － 26,245

共同事業による支出 － △1,824

その他 △385 △767

投資活動によるキャッシュ・フロー △60,992 △16,007

三菱地所㈱　(8802)　平成23年３月期　第２四半期決算短信

 － 12 －



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） △29,979 △4,802

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △10,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △128 △604

長期借入れによる収入 135,492 160,052

長期借入金の返済による支出 △103,370 △170,899

社債の発行による収入 33,354 17,172

社債の償還による支出 △38,389 △27,151

自己株式の純増減額（△は増加） △235 △16

配当金の支払額 △11,043 △8,328

少数株主への配当金の支払額 △2,462 △2,639

その他 △78 △9,558

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,843 △46,775

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,164 △259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △78,893 △19,291

現金及び現金同等物の期首残高 184,552 177,825

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △516 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 105,142 158,533
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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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