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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 14,510 ― 2,359 ― 2,107 ― 1,193 ―

20年3月期第1四半期 18,292 136.4 2,895 503.2 2,705 669.8 1,566 792.9

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3月期第1四半期 72.07 ―

20年3月期第1四半期 93.39 91.55

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3月期第1四半期 98,197 20,273 20.6 1,224.42
20年3月期 99,842 19,318 19.3 1,166.76

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  20,265百万円 20年3月期  19,318百万円

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3月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 12.00 ― 12.00 24.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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

第2四半期連結累計期間 36,600 ― 3,000 ― 2,350 ― 1,300 ― 78.51
通期 76,500 18.1 5,450 △25.1 4,100 △33.9 2,300 △34.4 138.91

4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  

（注）詳細は、３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) 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（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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注記事項等については、３ページ【定性的情 
  報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
（２）当連結会計年度より「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方針」（企業会計基準適用指針第
  14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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3月期第1四半期  17,540,333株 20年3月期  17,540,333株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  982,642株 20年3月期  982,642株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  16,557,691株 20年3月期第1四半期  16,769,091株
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

(1）事業別の業績

　当社グループの平成21年３月期第１四半期（平成20年４月１日～平成20年６月30日）において、不動産販売事

業については、新築マンション分譲186戸及び新築戸建分譲や中古マンション分譲に加え、大型商業施設の売却等

により、当事業収入高13,096百万円となっております。

　不動産賃貸事業については、賃貸マンション及びその他事務所・店舗からの賃貸収益により、当事業収入高は

352百万円となっております。

　不動産管理事業については、住居用マンション334棟（17,002戸）からの管理収益により、当事業収入高は436

百万円となっております。

　その他事業については、マンション分譲に伴うオプション工事の受注による収入や不動産販売代理受託手数料

及び介護事業等により、当事業収入高は624百万円となっております。

　この結果、当第１四半期における連結売上高は14,510百万円となっております。

 

(2）概況説明

　㈱タカラレーベン本体においては、新築分譲マンションで計画未達が見られるものの大型商業施設等の売却が

利益に大きく貢献したことから、当第１四半期の売上高は計画対比で2.8％の減少が見られるものの、四半期純利

益は計画対比で82.9％の増加となっております。

　グループ全体としては、売上高では計画対比で5.6％の減少、四半期純利益では計画対比で69.7％の増加となっ

ております。また、通期計画に対しては、売上高では19.0％の進捗、純利益では51.9％の進捗となっております。

 

(3）契約進捗状況

　当期の第１四半期の販売実績については、第１四半期の引渡終了分も含め943戸の契約がなされておりますが、

以下の契約状況表のように、第２四半期累期間計引渡予定戸数597戸に対しては473戸の契約がなされ進捗率は

79.2％となっており、また通期引渡予定戸数1,400戸に対しては、864戸の契約がなされ61.7％の進捗を示してお

ります。

 

（引渡予定戸数に対する契約状況表）

 引渡予定戸数（戸） 内契約数（戸） 進捗率（％） 前年同期進捗率（％）

　第２四半期累計期間 597 473 79.2 94.3

　通　　　　　　　期 1,400 864 61.7 76.8

　翌　　　　　　　期 1,600 79 4.9 6.3

　（注）上記戸数は、分譲マンションのみの戸数を示しております。

 

　また、新築分譲マンション以外の新築戸建分譲、中古マンション分譲等における契約進捗は、30.4％となって

おります。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1）資産、負債及び純資産の状況

　当社グループの当第１四半期連結会計期間末の資産・負債・純資産の状況は、借入金の返済及びコマーシャル・

ペーパーの償還に伴い、総資産は98,197百万円と前連結会計年度末に比べ1,645百万円減少しております。

 

（流動資産）

　借入金の返済及びコマーシャル・ペーパーの償還に伴う現預金の減少等により、流動資産は72,433百万円と前

連結会計年度末に比べ3,156百万円減少しております。

 

（固定資産）

　収益物件の取得による有形固定資産の増加により、固定資産は25,764百万円と前連結会計年度末に比べ1,510百

万円増加しております。

 

（流動負債）

　コマーシャル・ペーパーの償還があったものの、支払手形が増加し、流動負債は50,396百万円と前連結会計年

度末に比べ754百万円増加しております。
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（固定負債）

　長期借入金の返済や長短区分の振替等により、固定負債は27,527百万円と前連結会計年度末に比べ3,354百万円

減少しております。　

 

（純資産）

　当期純利益の積み上げにより、純資産の合計は20,273百万円と前連結会計年度末に比べ954百万円増加しており

ます。

 

(2）キャッシュ・フローの分析

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比

べ、2,011百万円減少し、10,884百万円となっております。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金の増加は3,720百万円となっております。これは主に売上債権の回収及び仕入債務の増加に

よるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の減少は1,761百万円となっております。これは主に収益物件の取得に伴う有形固定資産の

増加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）

　財務活動による資金の減少は3,970百万円となっております。これは主に借入金の返済及びコマーシャル・ペー

パーの償還に伴う支出であります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月12日公表の当期予想と変更はありません。

 

４．その他

(1）期中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）

　該当事項はありません。

 

(2）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

①　簡便な会計処理

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、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算

定しております。

 

②　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。

 

(3）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

①　当連結会計年度より「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、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

②　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「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、主として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

基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ117百万円減少しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 10,923 12,935 
受取手形及び売掛金 19 438 
有価証券 34 34 
販売用不動産 8,744 7,004 
仕掛販売用不動産 47,182 49,265 
その他 5,538 5,921 
貸倒引当金 △9 △10 

流動資産合計 72,433 75,589 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 5,236 5,292 
土地 17,848 16,209 
その他 151 118 
有形固定資産合計 23,235 21,620 

無形固定資産 506 506 
投資その他の資産 2,021 2,126 
固定資産合計 25,764 24,253 

資産合計 98,197 99,842 
負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 12,030 9,151 
短期借入金 10,753 11,886 
1年内返済予定の長期借入金 21,425 19,931 
未払法人税等 828 1,522 
引当金 417 285 
その他 4,939 6,863 
流動負債合計 50,396 49,641 

固定負債   
長期借入金 26,452 29,607 
引当金 152 150 
その他 922 1,124 
固定負債合計 27,527 30,882 

負債合計 77,924 80,524 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 2,442 2,442 
資本剰余金 2,572 2,572 
利益剰余金 16,543 15,549 
自己株式 △1,294 △1,294 

株主資本合計 20,264 19,269 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 0 48 
評価・換算差額等合計 0 48 

少数株主持分 8 － 

純資産合計 20,273 19,318 

負債純資産合計 98,197 99,842 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 14,510 
売上原価 10,049 
売上総利益 4,460 
販売費及び一般管理費 2,100 
営業利益 2,359 
営業外収益  
受取利息 1 
受取配当金 4 
受取手数料 12 
匿名組合投資利益 29 
雑収入 18 
営業外収益合計 66 

営業外費用  
支払利息 294 
その他 24 
営業外費用合計 318 

経常利益 2,107 
特別利益  
投資有価証券売却益 50 
特別利益合計 50 

特別損失  
減損損失 39 
投資有価証券評価損 49 
投資有価証券売却損 8 
特別損失合計 97 

税金等調整前四半期純利益 2,060 
法人税、住民税及び事業税 805 
法人税等調整額 54 
法人税等合計 859 
少数株主利益 8 
四半期純利益 1,193 
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 2,060 
減価償却費 83 
減損損失 39 
引当金の増減額（△は減少） 134 
受取利息及び受取配当金 △5 
匿名組合投資損益（△は益） △29 
投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 8 
支払利息 309 
売上債権の増減額（△は増加） 419 
たな卸資産の増減額（△は増加） 633 
仕入債務の増減額（△は減少） 2,879 
その他 △981 

小計 5,550 
利息及び配当金の受取額 5 
利息の支払額 △322 
法人税等の支払額 △1,513 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,720 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
有価証券の取得による支出 △5 
有価証券の償還による収入 5 
有形固定資産の取得による支出 △1,760 
無形固定資産の取得による支出 △4 
投資有価証券の売却による収入 4 
その他 △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,761 

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） △1,133 
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △1,000 
長期借入れによる収入 4,014 
長期借入金の返済による支出 △5,674 
配当金の支払額 △176 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,970 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,011 

現金及び現金同等物の期首残高 12,896 
現金及び現金同等物の四半期末残高 10,884 
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　当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

(4）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

 

(5）セグメント情報

①　事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　不動産販売事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグ

メントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。

 

②　所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

 

③　海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

 

(6）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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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

(1）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 18,292

Ⅱ　売上原価 13,208

売上総利益 5,083

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,187

営業利益 2,895

Ⅳ　営業外収益 88

Ⅴ　営業外費用 278

経常利益 2,705

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 3

税金等調整前四半期純利益 2,702

法人税、住民税及び事業税 1,183

法人税等調整額 △47

四半期純利益 1,566
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(2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税金等調整前四半期（当期）純利益 2,702

　減価償却費 77

　減損損失 －

　支払利息 270

　売上債権の減少額（△増加額） 120

　たな卸資産の増加額 △11,984

　仕入債務の減少額 △1,227

　その他 881

小計 △9,159

　利息及び配当金の受取額 16

　利息の支払額 △413

　法人税等の支払額 △1,304

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,861

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 △1,893

　その他　 1,108

投資活動によるキャッシュ・フロー △784

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 2,251

　長期借入による収入 10,963

　長期借入金の返済による支出 △2,492

　自己株式の取得による支出 △0

　配当金の支払額 △171

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,550

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △1,095

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 9,768

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 8,673
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(3）セグメント情報

①　事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　不動産販売事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグ

メントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。

 

②　所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

 

③　海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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