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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 41,902 ― 1,892 ― 1,082 ― 482 ―

20年3月期第3四半期 42,824 △7.0 4,574 △12.6 3,789 △21.1 2,096 △24.0

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

21年3月期第3四半期 29.15 ―

20年3月期第3四半期 125.47 124.54

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3四半期 86,178 19,340 22.4 1,168.05
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3四半期  19,340百万円 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  有  
 

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 ― 12.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 15.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 58,320 △10.0 2,340 △67.8 1,230 △80.2 400 △88.6 24.16

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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下さい。 
（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。  

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3四半期  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3四半期  982,672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3四半期  16,557,678株 20年3月期第3四半期  16,705,973株



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３四半期（平成20年４月１日～平成20年12月31日）において、不動産販売事

業については、新築分譲マンション824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37,422百万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

1,017百万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373棟（18,964戸）からの管理収益により、当事業収入高は

1,339百万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2,123百万円となっております。 

 この結果、当第３四半期における連結売上高は41,902百万円となっております。 

  

(2）概況説明  

 (株)タカラレーベン本体においては、計画対比では、売上高で28.5％の減少、粗利益で27.6％の減少となった

ものの、販管費においては0.5％のコストダウンに留まったことから四半期純利益で計画対比87.0％の減少とな

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28.2％の減少、四半期純利益では77.4％の減少となっておりま

す。 

 ただ、子会社においては、介護事業、管理事業ではほぼ計画通りの安定的な売上を確保しており、販売代理事

業で24.5％の増加と計画対比で大幅な伸びを示しております。 

  

(3）契約進捗状況  

 当期の第３四半期の販売実績については、第３四半期の引渡終了分も含め1,384戸の契約がなされております

が、下記表の様に従前計画に対し通期で82.9％の契約進捗に留まっているものの、修正に対しては、104.3％の

契約進捗となっております。また翌期分については18.8％の契約進捗を示しております。 

  

 （従前計画に対する契約状況表）   

  

 （修正計画に対する契約状況表）   

  （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、90.8％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３四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86,178百万円と前連結会計年度末に比べ13,664百万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59,769百万円と前

連結会計年度末に比べ15,820百万円減少しております。 

  

  引渡予定戸数（戸） 内契約数（戸） 進捗率（％） 前年同期進捗率（％） 

 通       期 1,400 1,161 82.9 97.0 

 翌       期 1,400 223 15.9 25.6 

  引渡予定戸数（戸） 内契約数（戸） 進捗率（％） 前年同期進捗率（％） 

 通       期 1,113 1,161 104.3 97.0 

 翌       期 1,186 223 18.8 25.6 
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（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26,409百万円と前連結会計年度末に比べ2,156

百万円増加しております。 

  

（流動負債） 

 コマーシャル・ペーパーの償還などにより、流動負債は47,322百万円と前連結会計年度末に比べ2,319百万円

減少しております。 

  

（固定負債） 

 借入金の長短区分の振替や返済に伴う長期借入金の減少等により、固定負債は19,516百万円と前連結会計年度

末に比べ11,365百万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19,340百万円と前連結会計年度末に比べ21百万円増加しており

ます。 

  

(2）キャッシュ・フローの分析 

 当第３四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、9,602百万円減少し、3,294百万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5,617百万円となっております。これは主に棚卸資産の減少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3,466百万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11,752百万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 

 業界内の過度な利益追求や建築費高騰に伴うマンション価格の急激な上昇が、著しい消費者ニーズとの乖離を見せ

ましたが、米国でのサブプライムローン問題に端を発した金融不安が、世界的な不況へと広がりを見せ更なる消費マ

インドの低下を招くに至り、わが国不動産市況の更なる悪化とともに、当社においても販売不振による売上高の減少

や、販売価格の見直しによる利益率の低下等が顕著となり、誠に遺憾ながら、平成21年３月期通期の売上高は58,320

百万円、営業利益は2,340百万円、経常利益は1,230百万円、当期純利益は400百万円となる見込みであります。 

  

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



(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318百万円減少しておりま

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,425 12,935

受取手形及び売掛金 37 438

有価証券 34 34

販売用不動産 14,785 7,004

仕掛販売用不動産 35,022 49,265

その他 6,475 5,921

貸倒引当金 △12 △10

流動資産合計 59,769 75,589

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,674 5,292

土地 18,039 16,209

その他（純額） 415 118

有形固定資産合計 24,129 21,620

無形固定資産 288 506

投資その他の資産   

その他 2,013 2,141

貸倒引当金 △22 △14

投資その他の資産合計 1,991 2,126

固定資産合計 26,409 24,253

資産合計 86,178 99,842

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,956 9,151

短期借入金 10,101 11,886

1年内返済予定の長期借入金 23,458 19,931

未払法人税等 106 1,522

引当金 148 285

その他 3,551 6,863

流動負債合計 47,322 49,641

固定負債   

長期借入金 18,506 29,607

引当金 163 150

その他 846 1,124

固定負債合計 19,516 30,882

負債合計 66,838 80,524
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 15,634 15,549

自己株式 △1,295 △1,294

株主資本合計 19,355 19,269

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14 48

評価・換算差額等合計 △14 48

少数株主持分 － －

純資産合計 19,340 19,318

負債純資産合計 86,178 99,842
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 41,902

売上原価 33,130

売上総利益 8,772

販売費及び一般管理費 6,880

営業利益 1,892

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 5

受取手数料 47

匿名組合投資利益 91

雑収入 40

営業外収益合計 190

営業外費用  

支払利息 927

その他 73

営業外費用合計 1,000

経常利益 1,082

特別利益  

投資有価証券売却益 50

役員賞与引当金戻入額 14

特別利益合計 65

特別損失  

固定資産除却損 1

減損損失 126

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 185

税金等調整前四半期純利益 962

法人税、住民税及び事業税 135

法人税等調整額 343

法人税等合計 479

少数株主利益 －

四半期純利益 482
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 17,239

売上原価 14,980

売上総利益 2,258

販売費及び一般管理費 2,630

営業損失（△） △372

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 1

受取手数料 19

匿名組合投資利益 31

雑収入 8

営業外収益合計 61

営業外費用  

支払利息 285

その他 1

営業外費用合計 287

経常損失（△） △597

特別利益  

役員賞与引当金戻入額 14

特別利益合計 14

特別損失  

固定資産除却損 1

減損損失 72

特別損失合計 73

税金等調整前四半期純損失（△） △656

法人税、住民税及び事業税 △325

法人税等調整額 123

法人税等合計 △201

少数株主損失（△） △10

四半期純損失（△） △443
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 962

減価償却費 258

減損損失 126

引当金の増減額（△は減少） △113

受取利息及び受取配当金 △11

のれん償却額 0

匿名組合投資損益（△は益） △91

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 8

支払利息 927

売上債権の増減額（△は増加） 401

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,862

仕入債務の増減額（△は減少） 804

その他 △2,673

小計 8,462

利息及び配当金の受取額 11

利息の支払額 △905

法人税等の支払額 △1,950

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,617

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △131

定期預金の払戻による収入 39

有価証券の取得による支出 △34

有価証券の償還による収入 34

有形固定資産の取得による支出 △3,372

無形固定資産の取得による支出 △19

投資有価証券の売却による収入 68

その他 △51

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,466

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） △1,785

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △2,000

長期借入れによる収入 5,820

長期借入金の返済による支出 △13,393

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △393

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,602

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 3,294
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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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。 

  

〔海外売上高〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。 

  
不動産販売事業
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 37,422 4,480 41,902 － 41,902 

(2）

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
330 765 1,095 （1,095） － 

  計 37,752 5,245 42,998 （1,095） 41,902 

 営業利益 1,163 628 1,792 99 1,892 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

(1）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 42,824 

Ⅱ 売上原価 32,134 

売上総利益 10,690 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,116 

営業利益 4,574 

Ⅳ 営業外収益 238 

Ⅴ 営業外費用 1,023 

経常利益 3,789 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 205 

税金等調整前四半期純利益 3,583 

法人税、住民税及び事業税 1,558 

法人税等調整額 △70 

少数株主損失 － 

四半期純利益 2,096 
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(2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

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 3,583 

減価償却費 250 

支払利息 942 

売上債権の減少額(△増加額） 135 

たな卸資産の増加額 △7,849 

仕入債務の増加額(△減少額） △1,917 

その他  △2,745 

小計 △7,600 

利息及び配当金の受取額  24 

利息の支払額  △1,273 

法人税等の支払額  △2,542 

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,392 

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  △8,029 

その他  1,068 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,961 

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  6,587 

長期借入による収入  18,353 

長期借入金の返済による支出  △6,670 

自己株式の取得による支出  △619 

配当金の支払額  △364 

財務活動によるキャッシュ・フロー 17,285 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △1,068 

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 8,700 
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(3）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31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。 
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