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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 7,654 △0.5 2,986 5.6 2,919 5.7 2,575 7.7

2020年３月期第２四半期 7,695 4.2 2,828 4.2 2,760 5.4 2,391 8.4
(注)包括利益 2021年３月期第２四半期 5,267百万円(180.7％) 2020年３月期第２四半期 1,876百万円(△51.0％)
　

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

2021年３月期第２四半期 49.56 49.38

2020年３月期第２四半期 45.40 45.25
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 141,715 68,845 48.5

2020年３月期 136,605 64,377 47.0
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 68,725百万円 2020年３月期 64,256百万円
　

　　

２．配当の状況

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

2020年３月期 － 11.50 － 15.50 27.00

2021年３月期 － 13.50

2021年３月期(予想) － 17.50 31.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 15,300 △0.1 5,200 △4.0 5,000 △4.1 4,500 14.8 86.57
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期２Ｑ 52,184,498株 2020年３月期 52,882,298株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 205,428株 2020年３月期 916,057株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 51,979,751株 2020年３月期２Ｑ 52,682,896株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料３ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報(３)連結業績予想などの
将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響を受けて大きく制限された経

済活動も徐々に緩和されてはおりますが、企業収益や雇用環境は厳しい状況で推移しております。引き続き感染症の再

拡大や長期化の懸念材料もあり、先行き不透明な状況が続いています。不動産賃貸業界におきましても、リモートワー

ク等働き方改革が加速することが予想され、需要の減少や賃料水準の低下等、今後の不動産市況の動向については、注

視する必要があります。

　そうした中、当第２四半期末の当社グループの空室率は、０％と前期末の満室稼働状況を維持しております。今後と

も既存ビルの資産価値を高め周辺ビルとの優位性を保ち、テナントリレーションの維持・強化に取り組む一方で、営業

地盤の拡大に向けて新規投資にも積極的に取り組んでまいります。

当第２四半期連結累計期間の業績は、土地建物賃貸事業は前年同期と比べ若干の増収となりましたが、建築請負業の

減収により、売上高は7,654百万円と前年同期と比べ40百万円（0.5％）の減収となりました。

しかし前年同期に比べ修繕費等の売上原価が減少しましたので、営業利益は同157百万円（5.6％）増益の2,986百万

円、経常利益は同158百万円（5.7％）増益の2,919百万円となりました。また親会社株主に帰属する四半期純利益は、固

定資産売却による特別利益の計上もあり同184百万円（7.7％）増益の2,575百万円となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

土地建物賃貸事業

　売上高は7,653百万円となり、前年同期と比べ45百万円（0.6％）の増収となりました。セグメント利益は

3,369百万円と同期比176百万円（5.5％）の増益となりました。

その他

　建築請負工事の受注が減少したため、売上高は１百万円となり、前年同期と比べ85百万円の減収となりまし

た。セグメント損失は10百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

　①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末における総資産は141,715百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,110百万円（3.7

％）増加しました。株価上昇により投資有価証券が3,888百万円、長期預り敷金の入金等により現金及び預金が782百

万円、新築ビルの工事進捗に伴い有形固定資産が332百万円各々増加したことが主な要因であります。

負債合計は72,869百万円となり、前連結会計年度末比641百万円（0.9％）増加しました。設備関係未払金が1,447百

万円、有利子負債が返済により845百万円減少したものの、投資有価証券の評価替えに伴い繰延税金負債が1,195百万

円、長期預り敷金が938百万円、長期前受金が639百万円各々増加したことが主な要因であります。

純資産合計は68,845百万円となり、前連結会計年度末比4,468百万円（6.9％）増加しました。利益剰余金は、剰余

金の配当により805百万円減少しましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益を2,575百万円計上し、またその他有

価証券評価差額金が2,691百万円増加したことが主因であります。

　②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は13,987百万円となり前連結会計年度末から782百

万円増加しました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は4,541百万円（前年同四半期は3,130百万円の収入）となりました。税金等調整前四

半期純利益3,717百万円、営業債務（長期預り敷金等）の増加額1,368百万円、減価償却費1,100百万円により主要な資

金を得ましたが、法人税等の支払960百万円、有形固定資産売却益803百万円の控除要因がありました。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動で使用した資金は2,069百万円（前年同四半期は8,745百万円の支出）となりました。有形固定資産の売却

による収入1,269百万円があったものの、有形固定資産の取得のため3,334百万円を支出したことによるものでありま

す。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動で使用した資金は1,689百万円（前年同四半期は2,855百万円の収入）となりました。支出の主なものは長

期借入金の返済845百万円、配当金の支払額804百万円によるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2020年５月14日発表の「2020年３月期 決算短信［日本基準］（連結）」から修正

しております。詳細につきましては、本日（2020年10月23日）に発表いたしました「業績予想の修正および配当予想

の修正（増配）に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、新型コロナウイルス感染症による当社グループへの業績影響については、当第２四半期連結会計期間におき

ましては、テナントからの退去や減床等の申し入れはなく、当該影響は軽微であります。今後、何らかの変化があり

ました場合には適切に開示してまいります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,205,088 13,987,709

受取手形及び売掛金 408,750 347,041

その他 129,071 318,167

流動資産合計 13,742,910 14,652,918

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 67,041,896 66,400,453

減価償却累計額 △38,143,867 △38,462,434

建物及び構築物（純額） 28,898,029 27,938,019

土地 52,664,231 52,291,930

信託建物 3,343,060 3,343,060

減価償却累計額 △1,250,372 △1,334,351

信託建物（純額） 2,092,687 2,008,708

信託土地 11,038,280 11,038,280

建設仮勘定 12,614,237 14,378,694

その他 811,357 809,031

減価償却累計額 △658,187 △671,056

その他（純額） 153,170 137,975

有形固定資産合計 107,460,636 107,793,608

無形固定資産 116,323 112,580

投資その他の資産

投資有価証券 12,629,349 16,517,509

その他 2,655,894 2,638,541

投資その他の資産合計 15,285,244 19,156,051

固定資産合計 122,862,203 127,062,240

資産合計 136,605,113 141,715,158
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,356 －

短期借入金 4,146,000 4,052,700

未払法人税等 1,013,600 1,129,315

引当金 32,972 39,838

その他 3,177,760 1,713,724

流動負債合計 8,378,689 6,935,579

固定負債

社債 40,000,000 40,000,000

長期借入金 14,255,950 13,504,000

退職給付に係る負債 75,349 68,385

資産除去債務 114,198 114,384

その他 9,403,170 12,246,946

固定負債合計 63,848,668 65,933,717

負債合計 72,227,357 72,869,296

純資産の部

株主資本

資本金 9,827,611 9,827,611

資本剰余金 9,199,840 9,199,840

利益剰余金 45,281,222 45,964,537

自己株式 △1,200,452 △269,467

株主資本合計 63,108,221 64,722,522

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,844,230 8,535,870

土地再評価差額金 △4,696,213 △4,532,546

その他の包括利益累計額合計 1,148,016 4,003,323

新株予約権 121,518 120,015

純資産合計 64,377,755 68,845,862

負債純資産合計 136,605,113 141,715,158



京阪神ビルディング株式会社(8818) 2021年３月期 第２四半期決算短信

― 6 ―

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 7,695,161 7,654,858

売上原価 4,160,382 3,961,974

売上総利益 3,534,778 3,692,883

販売費及び一般管理費 706,051 706,871

営業利益 2,828,726 2,986,012

営業外収益

受取利息 625 374

受取配当金 165,152 157,739

その他 5,114 6,694

営業外収益合計 170,893 164,808

営業外費用

支払利息 82,772 78,283

社債利息 150,231 147,466

その他 5,703 5,674

営業外費用合計 238,706 231,424

経常利益 2,760,913 2,919,396

特別利益

固定資産売却益 － 803,567

投資有価証券売却益 696,084 －

特別利益合計 696,084 803,567

特別損失

固定資産除却損 3,612 5,866

特別損失合計 3,612 5,866

税金等調整前四半期純利益 3,453,385 3,717,097

法人税、住民税及び事業税 1,067,269 1,072,007

法人税等調整額 △5,575 69,096

法人税等合計 1,061,694 1,141,104

四半期純利益 2,391,690 2,575,993

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,391,690 2,575,993
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 2,391,690 2,575,993

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △515,128 2,691,640

その他の包括利益合計 △515,128 2,691,640

四半期包括利益 1,876,561 5,267,633

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,876,561 5,267,633

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 3,453,385 3,717,097

減価償却費 1,091,622 1,100,031

株式報酬費用 17,517 18,256

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,365 △6,964

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,582 6,866

受取利息及び受取配当金 △165,778 △158,113

支払利息 82,772 78,283

社債利息 150,231 147,466

投資有価証券売却損益（△は益） △696,084 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △803,567

有形固定資産除却損 3,612 5,866

営業債権の増減額（△は増加） △28,800 △94,593

営業債務の増減額（△は減少） 84,686 1,368,642

未払消費税等の増減額（△は減少） 151,292 187,511

その他 4,963 4,186

小計 4,157,368 5,570,969

利息及び配当金の受取額 165,778 158,113

利息の支払額 △232,393 △226,919

法人税等の支払額 △960,703 △960,502

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,130,049 4,541,661

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 △9,483,482 △3,334,487

有形固定資産の売却による収入 － 1,269,467

無形固定資産の取得による支出 △47,000 △5,833

投資有価証券の売却による収入 784,490 －

その他 － 1,555

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,745,992 △2,069,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 5,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,414,050 △845,250

自己株式の取得による支出 △46,092 △39,801

配当金の支払額 △684,035 △804,705

その他 15 15

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,855,837 △1,689,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,760,105 782,620

現金及び現金同等物の期首残高 15,918,547 13,205,088

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,158,441 13,987,709
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（セグメント情報）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

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

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計 調整額
四半期

連結損益計算書
計上額土地建物

賃貸事業

売上高

　外部顧客への売上高 7,607,684 87,477 7,695,161 － 7,695,161

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

－ － － － －

計 7,607,684 87,477 7,695,161 － 7,695,161

セグメント利益 3,192,552 3,813 3,196,366 △367,640 2,828,726

（注） 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築請負業を含んでおります。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

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

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計 調整額
四半期

連結損益計算書
計上額土地建物

賃貸事業

売上高

　外部顧客への売上高 7,653,038 1,820 7,654,858 － 7,654,858

　セグメント間の内部売上高
　又は振替高

－ － － － －

計 7,653,038 1,820 7,654,858 － 7,654,858

セグメント利益又は損失(△) 3,369,290 △10,847 3,358,442 △372,430 2,986,012

（注） 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築請負業を含んでおります。
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（重要な後発事象）

（投資有価証券の売却）

当社は、2020年10月13日から10月14日にかけて、投資有価証券の一部（上場株式１銘柄）を売却いたしました。

これにより2021年３月期第３四半期連結会計期間において、投資有価証券売却益924百万円を特別利益として計上い

たします。

（社債の発行）

当社は、2020年10月23日開催の取締役会において、次のとおり無担保社債を発行することを決議しております。

項目 第13回無担保社債

発行予定日 2020年11月27日

社債の総額 5,000百万円以内

利率（予定） 1.0％以下

払込金額 額面100円につき金100円

期限および償還の方法 期限15年、満期一括償還

資金使途 ＯＢＰビル建築資金に充当


