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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 9,447 △34.9 94 △96.0 △165 ― △208 ―

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

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

22年3月期第1四半期 △12.57 ―

21年3月期第1四半期 72.07 ―

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

22年3月期第1四半期 68,724 6,206 9.0 374.82
21年3月期 71,486 6,420 9.0 387.80

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,206百万円 21年3月期  6,420百万円

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

21年3月期 ― 12.00 ― 0.00 12.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 2.00 2.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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

第2四半期 
連結累計期間

26,910 9.1 1,510 △33.3 965 △42.6 770 △16.9 46.50

通期 50,440 △12.5 2,015 ― 890 ― 500 ― 30.20
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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 

 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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 17,540,333株 21年3月期  17,540,333株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  982,682株 21年3月期  982,682株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 16,557,651株 21年3月期第1四半期 16,557,691株
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(1）事業別の業績 

 当社グループの平成22年３月期第１四半期（平成21年４月１日～平成21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261戸及び新築戸建分譲や中古マンション分譲により、当事業収入高8,413百

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

330百万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419棟（20,956戸）からの管理収益により、当事業収入高は469

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

等により、当事業収入高は234百万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9,447百万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たことから、当第一四半期の売上

高については通期進捗で16.3％に留まっているものの、販売管理費及び一般管理費の削減が貢献したことから、

四半期純利益は計画対比で518百万円の増加となっております。 

 グループ全体としては、グループ各社の売上高の進捗は通期計画に対して、㈱レーベンコミュニティで

23.0％、㈱タフコで24.0％、㈱タカラライブネットで24.3％となっており、グループ全体で16.8％を示しており

ます。 

  

(3）契約進捗状況 

 当期の第１四半期の新築分譲マンション販売実績については、第１四半期の引渡終了分も含め757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２四半期累計期間引渡予定戸数681戸に対しては、555戸の

契約がなされ進捗率は81.5％となっており、また通期引渡予定戸数1,290戸に対しては、757戸の契約がなされ

58.7％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 新築分譲マンション） 

  

 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、買取再販事業における第２四半期累計

期間引渡予定戸数122戸に対しては173戸の契約がなされ、141.8％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 新築戸建分譲、中古マンション事業、買取再販事業）  

  

(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、負債及び純資産の状況は、たな卸資産の減少や、借入金

の返済等により、総資産は68,724百万円と前連結会計年度末に比べ2,762百万円減少しております。  

  

（流動資産） 

 借入金の返済による現預金の減少や、新規仕入れの抑制によるたな卸資産の減少等により、流動資産は45,303

百万円と前連結会計年度末に比べ2,062百万円減少しております。 

  

（固定資産） 

 事業用資産をたな卸資産へ振替えたこと等により、固定資産は23,420百万円と前連結会計年度末に比べ699百

万円減少しております。 

  

（流動負債） 

 借入金の長短区分の振替による増加がありましたが、買掛金の減少等により、流動負債は48,567百万円と前連

【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

  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  681 555 81.5 79.2 

 通       期 1,290 757 58.7 61.7 

  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 122 173 141.8 － 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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結会計年度末に比べ32百万円減少しております。 

  

（固定負債） 

 借入金の長短区分の振替等により、固定負債は13,951百万円と前連結会計年度末に比べ2,514百万円減少して

おります。 

  

（純資産） 

 当期純損失の計上により、純資産の合計は6,206百万円と前連結会計年度末に比べ214百万円減少しておりま

す。 

  

(2）キャッシュ・フローの分析 

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

比べ、524百万円減少し、3,209百万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1,311百万円となっております。これは主にたな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70百万円となっております。これは主に固定資産の取得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1,766百万円となっております。これは主に借入金の返済によるものでありま

す。 

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年７月29日公表の業績予想の修正に関するお知らせをご参照下

さい。  

  

  該当事項はありません。 

  

  

 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。 

  

  

 該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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前連結会計年度においては、販売用不動産及び仕掛販売用不動産の評価損を計上したこと等により、当期純

損失が12,471百万円発生し、純資産は6,420百万円、自己資本比率は9.0％と大幅に低下しております。また、

物件の販売が鈍化し完売までに時間を要する状況となったこと等から、キャッシュポジションが急激に悪化い

たしました。 

当第１四半期連結会計期間においても、不動産業界を取巻く環境の影響から、経常損失が165百万円、当第

１四半期純損失が208百万円となりました。 

 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく「Building プロジェクト」を積極的に推進し、マーケットを意識

した適正な価格設定に基づく完成在庫の早期販売により、たな卸資産を減少させることで有利子負債を減少さ

せ、買取再販事業の推進等、事業戦略の再構築を行うことで、効率性と収益性の改善による財務面の安定化を

図ります。また、それと同時に、当社及びグループ内での役割、責任、権限を明確にすることにより、組織的

な機動力を強化いたします。 

さらに、人員配置の適正化や事務所移転も含めた事業拠点の統廃合、役員報酬の減額等をはじめとした販売

費及び一般管理費の削減策を徹底いたします。 

当第１四半期連結会計期間においては、事務所移転、役員報酬の減額が既に実施済みであり、その他販売費

及び一般管理費においても進捗を徹底管理することにより削減の効果が出ております。 

これらの施策により当期利益計画は黒字を見込んでおり、当社グループが現在直面している危機から脱却

し、健全で安定した企業成長の足がかりとしてまいります。 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,341 3,865

受取手形及び売掛金 61 49

有価証券 29 34

販売用不動産 17,342 16,535

仕掛販売用不動産 21,731 23,017

その他 2,812 3,876

貸倒引当金 △15 △12

流動資産合計 45,303 47,366

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,614 5,708

土地 15,813 16,376

その他（純額） 227 287

有形固定資産合計 21,654 22,372

無形固定資産 413 412

投資その他の資産   

その他 1,643 1,626

貸倒引当金 △290 △292

投資その他の資産合計 1,352 1,334

固定資産合計 23,420 24,120

資産合計 68,724 71,486

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,586 9,393

短期借入金 10,486 12,147

1年内返済予定の長期借入金 26,500 24,134

未払法人税等 55 121

引当金 139 170

その他 2,797 2,631

流動負債合計 48,567 48,599

固定負債   

長期借入金 13,046 15,516

引当金 135 169

その他 769 779

固定負債合計 13,951 16,466

負債合計 62,518 65,065
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21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 2,499 2,707

自己株式 △1,295 △1,295

株主資本合計 6,220 6,428

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13 △7

評価・換算差額等合計 △13 △7

純資産合計 6,206 6,420

負債純資産合計 68,724 71,486
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 14,510 9,447

売上原価 10,049 7,410

売上総利益 4,460 2,036

販売費及び一般管理費 2,100 1,941

営業利益 2,359 94

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 4 1

受取手数料 12 14

匿名組合投資利益 29 13

雑収入 18 13

営業外収益合計 66 44

営業外費用   

支払利息 309 294

その他 9 10

営業外費用合計 318 305

経常利益又は経常損失（△） 2,107 △165

特別利益   

投資有価証券売却益 50 1

賞与引当金戻入額 － 27

特別利益合計 50 28

特別損失   

固定資産除却損 － 24

減損損失 39 12

事業所移転費用 － 8

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 45

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

2,060 △182

法人税、住民税及び事業税 805 52

法人税等還付税額 － △9

法人税等調整額 54 △17

法人税等合計 859 25

少数株主利益 8 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,193 △208
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

2,060 △182

減価償却費 83 94

賞与引当金戻入益 － △27

減損損失 39 12

事務所移転費用 － 8

引当金の増減額（△は減少） 134 79

受取利息及び受取配当金 △5 △2

匿名組合投資損益（△は益） △29 △13

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 8 △1

支払利息 309 294

固定資産除却損 － 24

売上債権の増減額（△は増加） 419 △11

たな卸資産の増減額（△は増加） 633 1,664

仕入債務の増減額（△は減少） 2,879 △806

その他 △981 581

小計 5,550 1,713

利息及び配当金の受取額 5 2

利息の支払額 △322 △292

法人税等の支払額 △1,513 △111

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,720 1,311

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 5

有形固定資産の取得による支出 △1,760 △52

無形固定資産の取得による支出 △4 △20

投資有価証券の売却による収入 4 13

その他 △0 △16

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,761 △70

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 △1,660

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 1,734

長期借入金の返済による支出 △5,674 △1,839

配当金の支払額 △176 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,970 △1,766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,011 △524

現金及び現金同等物の期首残高 12,896 3,733

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,884 3,209
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 該当事項はありません。 

  

前第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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法  

事業区分の事業内容を勘案して区分しております。 

２．各事業区分の主な内容 

不動産販売事業：新築マンション等分譲事業 

その他事業  ：分譲マンションの管理事業、不動産賃貸事業等 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

前第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）及び 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21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。 

  

   

前第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）及び 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21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。 

  

   

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

  

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  

 (2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 

  

8,413 

－ 

 

1,033 

196 

 

9,447 

196 

 

－ 

(196) 

 

9,447 

－ 

計 8,413  1,229  9,643  (196)  9,447 

 営業利益 △85  188  103  (8)  94 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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