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1. 2021年12月期第3四半期の連結業績（2021年1月1日～2021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12月期第3四半期 1,965 2.3 4 △91.9 10 △79.2 3 △85.3

2020年12月期第3四半期 1,922 △34.1 54 89.6 48 138.7 26 ―

（注）包括利益 2021年12月期第3四半期　　4百万円 （△81.4％） 2020年12月期第3四半期　　26百万円 （―％）

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12月期第3四半期 0.30 0.29

2020年12月期第3四半期 2.10 2.03

(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12月期第3四半期 3,201 2,789 82.5

2020年12月期 3,167 2,720 79.9

（参考）自己資本 2021年12月期第3四半期 2,640百万円 2020年12月期 2,532百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年12月期 ― 0.00 ―

2021年12月期（予想） 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2021年12月期の連結業績予想（2021年 1月 1日～2021年12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 2,731 4.0 72 2.8 75 △2.9 59 △26.8 4.61

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(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12月期3Q 13,007,600 株 2020年12月期 12,576,600 株

② 期末自己株式数 2021年12月期3Q 200 株 2020年12月期 200 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期3Q 12,816,314 株 2020年12月期3Q 12,477,399 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。
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳し

い状況にある中、持ち直しの動きが続いているものの、個人消費や雇用情勢は弱い動きとなっています。引き続

き国内外の感染症の動向、サプライチェーンを通じた影響による下振れリスクの高まりに充分注意する必要があ

り、また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある状況です。

　一方、当社グループの既存事業と密接に関連する新築マンション市場、特に首都圏マンション市場におきまし

ては、当第３四半期連結累計期間の供給戸数が新型コロナウイルス感染症の影響により販売が大きく落ち込んだ

前年と比較すれば同期比42.0％増（出典「株式会社不動産経済研究所」）となりましたが、個人消費に弱さが見

られる等、依然として厳しい状況で推移いたしました。

　このような状況のなか、既存取引先とのさらなる関係強化及び新規法人開拓の強化に注力してまいりました。

　この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における経営成績は、売上高1,965百万円（前年同四半

期比2.3％増）、営業利益４百万円（同91.9％減）、経常利益10百万円（同79.2％減）、親会社株主に帰属する

四半期純利益３百万円（同85.3％減）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。

①ハウスケア事業

　ハウスケア事業に関しましては、マンションデベロッパー及び管理会社との取引関係のさらなる強化及び新

規法人開拓の強化に注力するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響が比較的少ないアフターメンテナン

スに力を入れてまいりましたが、消費マインドの低下等により、売上・利益ともに、非常に厳しい状況で推移

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ハウスケア事業の経営成績は、売上高672百万円（前年同四

半期比14.1％減）、営業利益72百万円（同54.7％減）となりました。

②ビル総合管理事業

　ビル総合管理事業に関しましては、人件費及び求人募集費並びに材料費の増加に伴う経費増があったもの

の、新規現場の獲得等があり、順調に推移いたしました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間におけるビル総合管理事業の経営成績は、売上高1,197百万円（同

8.7％増）、営業利益56百万円（同9.1％増）となりました。

③総合不動産事業

　総合不動産事業に関しましては、土地販売しか出来ておらず、厳しい状況で推移いたしました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間における総合不動産事業の経営成績は、売上高66百万円（同76.7％

増）、営業利益１百万円（前年同四半期は営業損失３百万円）となりました。

④その他事業

　その他事業に関しましては、医療関連機器の販売により、順調に推移いたしました。

　また、当社の子会社であるＲｕｄｅｎ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．のＩＣＯについては、総合的

に考慮して、前連結会計年度に引き続き、当第３四半期連結累計期間においては収益認識しないと判断し、重

要性の観点から鑑みて、連結決算には組み込んでおりません。今後の会計処理については、協議をしたうえ

で、判断することといたします。また、ＩＣＯ時に調達した1,700ＢＩＴＣＯＩＮについては、現段階では具

体的な方針は定まっておりません。そして、不動産プラットフォームの追加開発についても、国内外における

新型コロナウイルス感染症の影響もあり現在は未定ですが、状況を見極めながら判断する予定です。

　この結果、当第３四半期連結累計期間におけるその他事業の経営成績は、売上高30百万円（前年同四半期は

売上高０百万円）、営業利益26百万円（前年同四半期は営業損失０百万円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産は3,006百万円となり、前連結会計年度末に比べ34百万円増加

いたしました。これは主に現金及び預金が143百万円増加したことなどによる一方、受取手形及び売掛金が39百

万円、販売用不動産が41百万円、その他が13百万円減少したことなどによるものであります。固定資産は194百

万円となり、前連結会計年度末に比べ１百万円減少いたしました。これは主に建物及び構築物（純額）が１百万

円減少したことなどによるものであります。

　この結果、総資産は3,201百万円となり、前連結会計年度末に比べ33百万円増加いたしました。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債は323百万円となり、前連結会計年度末に比べ37百万円減少い

たしました。これは主に未払金が19百万円、その他が19百万円減少したことなどによるものであります。固定負

債は88百万円となり、前連結会計年度末に比べ２百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が２百万円増

加したことなどによるものであります。

　この結果、総負債は412百万円となり、前連結会計年度末に比べ35百万円減少いたしました。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は2,789百万円となり、前連結会計年度末に比べ68百万円増

加いたしました。これは主に資本金が51百万円、資本剰余金が51百万円増加したこと及び親会社株主に帰属する

四半期純利益３百万円によるものであります。

　この結果、自己資本比率は82.5％（前連結会計年度末は79.9％）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年12月期の連結業績予想に関しては、現時点では、新型コロナウイルス感染症の終息時期の見通しが立た

ず、当社グループ業績に与える影響について、適正かつ合理的な算定の実施が困難なため、連結業績予想値には

織り込んでおりません。連結業績予想については、2021年８月11日の「2021年12月期第２四半期累計期間の連結

業績予想と実績との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期の連結業績

予想に変更はありません。また、今後、当社グループ業績に与える新型コロナウイルス感染症の拡大による影響

が重大と見込まれることが明らかになった場合には、速やかに開示いたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,625,285 1,768,376

受取手形及び売掛金 332,551 293,452

商品及び製品 332 5

販売用不動産 312,239 271,126

仕掛販売用不動産 152,159 152,159

仕掛品 1,684 1,528

原材料及び貯蔵品 6,035 5,352

短期貸付金 231,500 231,500

未収入金 58,182 53,410

未収還付法人税等 8,635 －

その他 243,401 229,941

流動資産合計 2,972,007 3,006,855

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 134,015 134,015

減価償却累計額及び減損損失累計額 △81,831 △83,398

建物及び構築物（純額） 52,183 50,616

機械装置及び運搬具 3,368 3,368

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,093 △3,162

機械装置及び運搬具（純額） 275 206

工具、器具及び備品 7,276 7,648

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,159 △6,587

工具、器具及び備品（純額） 1,116 1,060

土地 37,543 37,543

リース資産 7,274 7,274

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,131 △3,071

リース資産（純額） 5,142 4,202

有形固定資産合計 96,261 93,630

無形固定資産

その他 403 403

無形固定資産合計 403 403

投資その他の資産

投資有価証券 4,339 5,940

出資金 681 681

破産更生債権等 133,927 138,056

損害賠償請求権 70,057 70,057

その他 85,550 85,528

貸倒引当金 △195,234 △199,365

投資その他の資産合計 99,321 100,898

固定資産合計 195,987 194,933

資産合計 3,167,994 3,201,788

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

- 4 -

ルーデン・ホールディングス㈱　（1400）
2021年12月期　第3四半期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 79,524 79,269

短期借入金 2,600 2,600

未払金 158,276 138,506

未払法人税等 5,849 9,256

預り金 44,491 41,006

賞与引当金 － 2,310

売上値引引当金 441 348

アフターコスト引当金 1,130 861

その他 68,807 49,663

流動負債合計 361,121 323,823

固定負債

長期借入金 70,786 73,543

退職給付に係る負債 11,223 11,643

その他 4,083 3,056

固定負債合計 86,093 88,243

負債合計 447,215 412,067

純資産の部

株主資本

資本金 2,211,504 2,262,710

資本剰余金 743,856 795,063

利益剰余金 △423,522 △419,677

自己株式 △290 △290

株主資本合計 2,531,547 2,637,806

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,171 2,234

その他の包括利益累計額合計 1,171 2,234

新株予約権 188,060 149,679

純資産合計 2,720,779 2,789,720

負債純資産合計 3,167,994 3,201,788
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 1,922,172 1,965,845

売上原価 1,228,552 1,311,698

売上総利益 693,619 654,146

販売費及び一般管理費 639,211 649,711

営業利益 54,408 4,435

営業外収益

受取利息 3,975 2,561

受取配当金 37 40

助成金収入 － 4,083

その他 1,902 461

営業外収益合計 5,914 7,146

営業外費用

支払利息 225 174

貸倒引当金繰入額 10,736 －

控除対象外消費税 691 1,078

その他 397 279

営業外費用合計 12,051 1,532

経常利益 48,271 10,048

特別利益

固定資産売却益 649 －

特別利益合計 649 －

特別損失

リース解約損 3,093 －

貸倒引当金繰入額 － 2,801

特別損失合計 3,093 2,801

税金等調整前四半期純利益 45,828 7,246

法人税、住民税及び事業税 16,975 4,643

法人税等調整額 2,632 △1,241

法人税等合計 19,608 3,401

四半期純利益 26,220 3,844

親会社株主に帰属する四半期純利益 26,220 3,844

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純利益 26,220 3,844

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 149 1,062

その他の包括利益合計 149 1,062

四半期包括利益 26,370 4,907

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 26,370 4,907

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（３）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。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

ハウスケ
ア事業

ビル総合
管理事業

総合不動
産事業

計

売上高

外部顧客への
売上高 783,120 1,101,506 37,480 1,922,108 64 1,922,172 － 1,922,172

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － － － － － －

計 783,120 1,101,506 37,480 1,922,108 64 1,922,172 － 1,922,172

セグメント利益
又は損失（△） 160,444 51,540 △3,151 208,832 △901 207,931 △153,523 54,408

（単位：千円）

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

ハウスケ
ア事業

ビル総合
管理事業

総合不動
産事業

計

売上高

外部顧客への
売上高 672,587 1,197,016 66,230 1,935,833 30,011 1,965,845 － 1,965,845

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － － － － － －

計 672,587 1,197,016 66,230 1,935,833 30,011 1,965,845 － 1,965,845

セグメント利益 72,661 56,209 1,818 130,688 26,726 157,415 △152,980 4,435

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年９月30日）

１．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

（注）１．「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、ソフトウェア開発事業を含んで

おります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△153,523千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△153,523千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年９月30日）

１．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

（注）１．「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、ソフトウェア開発事業を含んで

おります。

２．セグメント利益の調整額△152,980千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△152,980千円が

含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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