
平成23年9月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年5月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ランドビジネス 上場取引所 東 

コード番号 8944 URL http://www.lbca.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 亀井 正通

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理部担当 （氏名） 森作 哲朗 TEL 03-3595-1371
四半期報告書提出予定日 平成23年5月13日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有

1.  平成23年9月期第2四半期の業績（平成22年10月1日～平成23年3月31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 ％

23年9月期第2四半期 3,272 77.3 554 120.8 185 ― 96 ―

22年9月期第2四半期 1,845 △85.5 251 △91.9 △132 ― △106 ―

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9月期第2四半期 373.14 ―

22年9月期第2四半期 △407.58 ―

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9月期第2四半期 43,445 15,497 35.7 60,814.70
22年9月期 42,847 15,532 36.3 59,362.31

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  15,497百万円 22年9月期  15,532百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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9月期 ― 0.00 ― 200.00 200.00

23年9月期 ― 0.00

23年9月期 
（予想）

― 200.00 200.00

3.  平成23年9月期の業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 5,941 △28.1 1,102 15.1 304 92.8 170 173.8 651.53



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

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9月期2Q  267,808株 22年9月期  267,808株

② 期末自己株式数 23年9月期2Q  12,974株 22年9月期  6,144株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q  259,503株 22年9月期2Q  261,664株

※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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間(平成22年10月1日～平成23年３月31日)におけるわが国経済は、不安定な世界情勢や円高等

による景気の不透明感はあるものの、一部に明るい兆しが見えはじめました。しかしながら、３月11日に発生しまし

た「東日本大震災」の国内経済に与える影響は大きく、今後の情勢を見極めるのは難しい情勢になっております。 

 当社の属する不動産業界におきましても、地価の下げ止まり傾向や日銀によるREIT買入れによる投資口価格の上昇

など明るい兆しがみられましたが、上記震災の影響によりマーケット全般の先行き見通しは不透明な状況にありま

す。 

 このような事業環境下、経営の安定基盤を構築するため、選択と集中により賃貸部門に経営資源を投入しテナント

リーシング業務に注力しました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の経営成績は、売上高3,272百万円（前年同期比77.3％増）、経常利益185百万

円（前年同期は経常損失132百万円）、四半期純利益96百万円（前年同期は四半期純損失106百万円）となりました。

 当第２四半期累計期間のセグメント別の業績は次のとおりであります。 

（不動産投資事業） 

 当第２四半期累計期間は販売用不動産の売却に優先して横浜プラザビルのリーシングに注力したことにより、売上

高は1,539百万円（前年同期比497.1％増）、売上総利益は164百万円（同26.9％増）、営業損失は10百万円となりま

した。 

（賃貸事業） 

 既存ビルのテナントリーシング強化による稼働率の向上等により賃料収入が増加し、売上高は1,732百万円（前年

同期比9.1％増）、売上総利益は748百万円（同42.3％増）、営業利益は564百万円となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 

 当第２四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42,847百万円から43,445百万円と598百万円

増加しました。これは主に、現金及び預金が578百万円、たな卸資産が1,116百万円減少したものの、建物が1,844百

万円、土地が850百万円増加したことによるものです。 

 総負債は、前事業年度末の27,314百万円から27,947百万円と633百万円増加しました。これは主に、社債（一年以

内含む）が612百万円減少したものの、長期借入金（一年以内含む）が1,330百万円増加したことによるものです。 

 純資産は、前事業年度末の15,532百万円から15,497百万円と35百万円減少しました。これは、四半期純利益が96

百万円であり、繰延ヘッジ損失の減少42百万円があったものの、前期末配当金52百万円及び自己株式の増加121百万

円があっ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２四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローが1,827百万

円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローが2,881百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フロー

が475百万円の収入超過となったことにより、期首より577百万円減少し、4,853百万円となりました。 

 当第２四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、1,827百万円の収入超過（前年同四半期は4,678百万円の支出超過）とな

りました。これは主に、税引前四半期純利益166百万円、減価償却費255百万円及びたな卸資産の減少額1,116百万円

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、2,881百万円の支出超過（前年同四半期は1,272百万円の収入超過）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2,895百万円によるもので

す。 

（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、475百万円の収入超過（前年同四半期は2,061百万円の収入超過）となり 

ました。これは主に、長期借入金の返済による支出2,544百万円、社債の償還による支出812百万円及び自己株式の

取得による支出121百万円があったものの、長期借入れによる収入3,875百万円があったことによるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成22年11月10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。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（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。 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期会計期間より、「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。 

 これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ2,010千円減少し、さらに当会計基準の適用に伴う過年度分

の影響額18,623千円を特別損失に計上したことにより、税引前四半期純利益は20,634千円減少しております。 

 なお、当会計基準の適用開始による資産除去債務の変動額は64,013千円であります。   

   

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,966,468 5,545,396

営業未収入金 40,096 35,945

販売用不動産 12,553,726 13,670,639

仕掛販売用不動産 881,193 881,193

その他 214,603 523,608

貸倒引当金 △3,041 △171

流動資産合計 18,653,046 20,656,612

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 11,102,939 9,258,770

土地 12,036,415 11,185,638

その他（純額） 120,844 137,600

有形固定資産合計 23,260,199 20,582,009

無形固定資産 752,755 753,744

投資その他の資産 779,302 854,876

固定資産合計 24,792,257 22,190,631

資産合計 43,445,304 42,847,243

負債の部   

流動負債   

営業未払金 62,762 36,396

短期借入金 157,600 220,000

1年内返済予定の長期借入金 5,265,938 5,732,346

1年内償還予定の社債 596,250 1,077,500

未払法人税等 84,916 58,287

賞与引当金 15,248 18,015

その他 460,795 599,237

流動負債合計 6,643,511 7,741,783

固定負債   

社債 801,500 933,000

長期借入金 17,895,595 16,098,761

退職給付引当金 17,063 19,129

受入敷金保証金 2,297,750 2,222,849

その他 292,228 298,739

固定負債合計 21,304,138 19,572,479

負債合計 27,947,649 27,314,263
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 5,925,311 5,880,814

自己株式 △360,958 △239,053

株主資本合計 15,632,724 15,710,132

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △135,070 △177,152

評価・換算差額等合計 △135,070 △177,152

純資産合計 15,497,654 15,532,980

負債純資産合計 43,445,304 42,847,243
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 1,845,280 3,272,438

売上原価 1,189,344 2,359,205

売上総利益 655,935 913,233

販売費及び一般管理費 404,805 358,710

営業利益 251,130 554,522

営業外収益   

受取利息 1,573 982

雑収入 2,018 4,385

営業外収益合計 3,591 5,367

営業外費用   

支払利息 276,789 295,290

資金調達費用 90,299 59,461

雑損失 20,478 19,554

営業外費用合計 387,567 374,306

経常利益又は経常損失（△） △132,845 185,583

特別利益   

貸倒引当金戻入額 38 －

特別利益合計 38 －

特別損失   

固定資産売却損 51,241 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,623

特別損失合計 51,241 18,623

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △184,049 166,959

法人税等 △77,400 70,130

四半期純利益又は四半期純損失（△） △106,649 96,829
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31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又は税引前四半期純損失
（△）

△184,049 166,959

減価償却費 260,528 255,184

貸倒引当金の増減額（△は減少） △38 2,870

賞与引当金の増減額（△は減少） △51 △2,766

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,207 △2,066

受取利息及び受取配当金 △1,573 △982

支払利息 276,789 295,290

固定資産売却損益（△は益） 51,241 －

売上債権の増減額（△は増加） 489,131 △4,150

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,951,232 1,116,913

仕入債務の増減額（△は減少） 746,830 26,365

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,623

その他 △11,914 290,488

小計 △4,322,130 2,162,731

利息及び配当金の受取額 1,573 982

利息の支払額 △288,922 △293,815

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △69,431 △42,608

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,678,912 1,827,289

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 5,000

定期預金の増減額（△は増加） △2,000 1,000

有形固定資産の取得による支出 △112,650 △2,895,269

有形固定資産の売却による収入 1,372,000 －

投資有価証券の取得による支出 － △5,000

その他 14,850 13,113

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,272,199 △2,881,156

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） 76,000 △62,400

長期借入れによる収入 5,874,000 3,875,000

長期借入金の返済による支出 △3,615,428 △2,544,573

社債の発行による収入 191,882 195,902

社債の償還による支出 △399,750 △812,750

自己株式の取得による支出 － △121,904

配当金の支払額 △65,682 △53,336

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,061,021 475,938

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,345,690 △577,928

現金及び現金同等物の期首残高 5,210,898 5,431,396

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,865,207 4,853,468
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該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

第１四半期会計期間より、「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。  

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、事業別に区分された事業ごとに事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって当社

は、事業内容を基礎とした「不動産投資事業」及び「賃貸事業」の２つを報告セグメントとしております。  

 「不動産投資事業」はオフィスビル等及び不動産関連資産への投資事業を行っており、「賃貸事業」は不動

産賃貸事業及びアセットマネジメント業務受託事業を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期累計期間（自平成22年10月１日 至平成23年３月31日） 

（単位：千円） 

（注）セグメント利益は、四半期損益計算書における営業利益と一致しております。 

  

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

  

報告セグメント

合計 
不動産投資事業 賃貸事業

売上高       

外部顧客への売上高  1,539,945  1,732,493  3,272,438

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

－ － － 

計  1,539,945  1,732,493  3,272,438

セグメント利益又は損失（△）  △10,324  564,847  554,522

（６）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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