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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 27,500 11.5 1,909 △15.7 1,532 △8.8 1,656 78.8
21年3月期第2四半期 24,663 ― 2,264 ― 1,680 ― 926 ―

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2四半期 100.05 ―

21年3月期第2四半期 55.96 ―

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2四半期 61,444 8,061 13.1 486.86
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2四半期  8,061百万円 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

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

21年3月期 ― 12.00 ― 0.00 12.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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  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

通期 52,120 △9.6 2,935 ― 1,970 ― 1,800 ― 108.71
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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、５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、５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 

 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、５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。 

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2四半期 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2四半期  982,682株 21年3月期  682,682株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 16,557,651株 21年3月期第2四半期 16,557,691株

－　2　－



リスクを軽視し、目先の利益を優先した経営が、バブルとその崩壊を招き足元さえ見えない状況だった世界経

済は落ち着きを取り戻しつつありますが、回復が依然として不透明なため成長と雇用の見通しについては引き続

き慎重さが必要であり、危機を再び起こさないよう国際社会が協調行動しなければ本格的な回復には、なお時間

がかかると思われます。 

国内経済においても、景気後退から持ち直しの動きがありますが、実態経済は混迷期からの脱却は図れておら

ず、金融危機と経済不況で消費者の暮らしぶりは厳しさを増し、さまざまな場面での価格破壊が起こりつつある

中で、消費者の低価格志向が行き過ぎればかえって危険であり、過度な値下げは企業体力をむしばみ、これまで

保ってきた需給の均衡を崩す恐れもあります。 

大企業と中小企業との間には依然大きな溝があり、とりわけ中小企業の資金繰りに対する不安を拭えずにいる

歪さを抱えた回復は、次の危機の予兆でもあり政策効果の剥落が避けられなければ、改善の動きに足踏みが続

き、対応を誤れば二番底をつく恐れもあるかも知れません。 

そうした中、当社は一貫して、 終の支援者である消費者を重視した、中長期のビジネスモデルの再構築も踏ま

えながら、会社が果たすべき役割と責任を積極的に追求して行く企業活動が必要であると考えております。 

  

(１) 成績概況 

         ㈱タカラレーベン本体では、分譲マンション事業においては、東京都にて208戸、埼玉県にて100戸の引き渡し

と、両エリアで約5割のシェアを占めております。また、前期よりの完成在庫分558戸に関しましては、当第２四

半期累計期間終了時点で284戸の引き渡しが完了しておりますが、計画対比で遅れが見られており、更なる営業

努力が必要であります。なお、粗利益率は15.5％であります。 

     戸建分譲事業においては、28戸の引渡と計画対比では順調に推移しております。粗利益率は16.0％でありま

す。 

     中古事業においては、リニューアル事業にて、上期引渡が51戸と順調に推移しております。千葉市中央区の物

件においては150戸の内122戸の契約完了と順調に推移しており、物件のリニューアル工事が完了する毎に順次引

き渡しを実施してまいります。 

リセール事業では、埼玉県さいたま市の物件にて112戸を販売開始から3カ月で完売と依然高い回転率とともに

高い利益率を示しており、当第２四半期会計期間で111戸の引き渡しが完了しております。また、仕入れを抑制

しておりましたが、新規物件として、横浜市青葉区にて97戸の仕入れが完了しており、下期に一部引き渡しを予

定しております。今後も短期的な事業展開として、仕入れ可能な物件を精査し仕入れを行いたいと考えておりま

す。なお、中古事業における粗利益率は28.1％であります。 

不動産賃貸事業では、50.2％の売上進捗から計画通りに推移しております。 

以上から単体における業績は、売上高で25,900百万円、営業利益で1,679百万円、経常利益で1,312百万円、四

半期純利益で1,531百万円となっております。また、粗利益率は19.9％となっております。 

次に連結においては、㈱レーベンコミュニティでは、受託管理戸数が21,824戸となり前期末に比べ1,845戸の

増加と計画通りの伸びを示しております。特に他社からの受託管理受注については当社よりの受注が11棟、772

戸であるのに比べ他社物件の受託管理が31棟、1,073戸と順調に増加しております。また、リフォーム物販部

門、工事部門にて計画より受注が増加し、保険代理業において、契約数が当初想定計画を上回っており順調に推

移しております。 

㈱タフコでは、若干の減少が見られるものの、ほぼ順調な推移を示しております。 

丸の内債権回収㈱では、債権購入に向けて活動しております。  

㈱タカラライブネットでは、販売代理受託による手数料収入が計画を上回ったことから、計画対比で増加を示

しており販売力を発揮してきたと言えます。 

この結果グループ全体として、売上高27,500百万円、営業利益1,909百万円、経常利益1,532百万円、四半期純

利益1,656百万円となっております。  

  

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
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(２) 通期見通し 

     消費マインドの動向など今後への影響に不透明な部分が見られますが、原油価格の低下をはじめ徐々に他製品

にあっても価格の正常化が見られるなど転換の兆しが出始めており、回復が期待されるところであります。 

不動産販売事業の見通しについては、まず第３四半期累計期間及び通期の分譲マンション事業の引渡戸数に対

する契約進捗は以下の通りとなっております。 

  

（引渡予定戸数に対する契約状況表）   

    

上記のように分譲マンション事業については、通期計画に対し契約進捗が79.1％を示し、前期に比べ改善が見ら

れ順調と判断されます。 

また、分譲マンション事業以外の戸建分譲事業、リニューアル事業、リセール事業における通期引渡予定戸数

373戸に対し268戸の契約がなされ、71.8％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 戸建分譲事業、リニューアル事業、リセール事業） 

  

不動産賃貸事業については、ほぼ計画通りに推移しております。 

不動産管理事業については、49.6％の売上進捗から計画通りに推移しております。 

   その他事業については、リフォーム工事において、計画対比で増加しており順調な進捗となっております。 

  

   以上の結果、通期見通しを以下のように見込んでおります。 

  

      売上高      52,120百万円 

      営業利益     2,935百万円 

      経常利益     1,970百万円 

      当期純利益    1,800百万円 

   

(1）資産、負債及び純資産の状況  

 当社グループの当第２四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

の返済などにより、総資産は61,444百万円と前連結会計年度末に比べ10,042百万円減少しております。 

  

(流動資産) 

 新規仕入れの抑制によるたな卸資産の減少や、法人税等の還付による未収金の減少等により、流動資産は

39,023百万円と前連結会計年度末に比べ8,343百万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および、匿名組合出資金の払戻しに伴う投資有価証券の減少等によ

り、固定資産は22,421百万円と前連結会計年度末に比べ1,699百万円減少しております。 

  

(流動負債） 

 借入金の返済や買掛金の減少等により、流動負債は39,890百万円と前連結会計年度末に比べ8,708百万円減少

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13,492百万円と前連結会計年度末に比べ2,973百万円減少して

おります。 

  

(純資産） 

 四半期純利益の計上により、純資産の合計は8,061百万円と前連結会計年度末に比べ1,640百万円増加しており

ます。 

  

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

第3四半期累計期間 1,044 972 93.1 86.1 

通   期 1,229 972 79.1 74.0 

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

通  期 373 268 71.8 ― 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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(2）キャッシュ・フローの分析 

 当第２四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、531百万円増加し、4,264百万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9,680百万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増加は632百万円となっております。これは主に匿名組合出資金の払戻によるものであ

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9,781百万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21年10月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

  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、当期純損失を12,471百万円計上するとともに、自己資本比率の低下およびキャ

ッシュポジションが急激に悪化いたしました。 

そのような中、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、リセール事業の推進等、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

務面の安定化を図ってまいりました。また、それと同時に、当社およ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した。 

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した。 

その結果、当第２四半期連結累計期間においては、リセールおよびリニューアル物件の販売が順調に推移し

たこと、販売に際し物件の値引きが大幅に抑制できたこと、販売費及び一般管理費の削減が当初想定を上回る

ペースで進捗したこと等から、四半期純利益を1,656百万円計上し、大幅な黒字化となりました。また、この

ことから自己資本比率が13.1％と、前連結会計年度末比で4.1ポイントの回復をみせており、継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせる状況は大幅に改善されました。 

しかしながら、不動産業界を取り巻く環境は依然として不透明であり、当連結会計年度末においても損益面

での大幅な改善を想定しているものの、キャッシュポジションは決して楽観視できるほどの水準まで改善して

いないことから、完全に危機を脱出したといえる状況にはないと認識しております。  

その為、下期におきましても前述の施策を徹底させ、当社グループが現在直面している危機から早期に脱却

し、健全で安定した企業成長を図ってまいります。 

（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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,298 3,865

受取手形及び売掛金 24 49

有価証券 － 34

販売用不動産 12,617 16,535

仕掛販売用不動産 19,688 23,017

その他 2,417 3,876

貸倒引当金 △23 △12

流動資産合計 39,023 47,366

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,500 5,708

土地 15,611 16,376

その他（純額） 230 287

有形固定資産合計 21,342 22,372

無形固定資産 449 412

投資その他の資産   

その他 902 1,626

貸倒引当金 △273 △292

投資その他の資産合計 629 1,334

固定資産合計 22,421 24,120

資産合計 61,444 71,486

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,991 9,393

短期借入金 5,775 12,147

1年内返済予定の長期借入金 23,653 24,134

未払法人税等 120 121

引当金 138 170

その他 2,210 2,631

流動負債合計 39,890 48,599

固定負債   

長期借入金 12,588 15,516

引当金 148 169

その他 755 779

固定負債合計 13,492 16,466

負債合計 53,383 65,065
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,364 2,707

自己株式 △1,295 △1,295

株主資本合計 8,084 6,428

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23 △7

評価・換算差額等合計 △23 △7

純資産合計 8,061 6,420

負債純資産合計 61,444 71,486
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 24,663 27,500

売上原価 18,149 21,917

売上総利益 6,513 5,582

販売費及び一般管理費 4,249 3,673

営業利益 2,264 1,909

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 4 1

受取手数料 27 46

匿名組合投資利益 60 110

雑収入 32 40

営業外収益合計 129 203

営業外費用   

支払利息 641 569

その他 71 11

営業外費用合計 713 581

経常利益 1,680 1,532

特別利益   

投資有価証券売却益 50 1

貸倒引当金戻入額 － 15

賞与引当金戻入額 － 29

匿名組合精算益 － 232

その他 － 11

特別利益合計 50 289

特別損失   

固定資産除却損 － 25

出資金評価損 － 2

減損損失 53 28

事務所移転費用 － 8

投資有価証券評価損 49 －

投資有価証券売却損 8 －

その他 － 7

特別損失合計 111 72

税金等調整前四半期純利益 1,618 1,748

法人税、住民税及び事業税 461 110

法人税等還付税額 － △9

法人税等調整額 219 △9

法人税等合計 681 91

少数株主利益 10 －

四半期純利益 926 1,656
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 10,153 18,053

売上原価 8,100 14,507

売上総利益 2,052 3,545

販売費及び一般管理費 2,148 1,731

営業利益又は営業損失（△） △95 1,814

営業外収益   

受取利息 2 2

受取手数料 15 32

匿名組合投資利益 30 97

雑収入 13 27

営業外収益合計 62 159

営業外費用   

支払利息 332 274

その他 62 1

営業外費用合計 394 276

経常利益又は経常損失（△） △427 1,697

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 15

賞与引当金戻入額 － 1

匿名組合精算益 － 232

その他 － 11

特別利益合計 － 260

特別損失   

固定資産除却損 － 1

出資金評価損 － 2

減損損失 14 15

事務所移転費用 － 0

その他 － 7

特別損失合計 14 27

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（△）

△442 1,930

法人税、住民税及び事業税 △343 57

法人税等調整額 165 8

法人税等合計 △177 65

少数株主利益 2 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △266 1,864
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,618 1,748

減価償却費 171 187

減損損失 53 28

賞与引当金戻入益 － △29

引当金の増減額（△は減少） 20 3

受取利息及び受取配当金 △8 △5

のれん償却額 0 －

匿名組合投資損益（△は益） △60 △110

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 8 △1

支払利息 641 569

固定資産除却損 － 25

匿名組合精算益 － △232

売上債権の増減額（△は増加） 301 25

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,331 8,518

仕入債務の増減額（△は減少） △2,481 △1,411

その他 △1,639 1,012

小計 957 10,329

利息及び配当金の受取額 8 5

利息の支払額 △671 △543

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 △1,219 9,680

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 △101 △2

定期預金の払戻による収入 － 100

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 34

有形固定資産の取得による支出 △2,805 △359

無形固定資産の取得による支出 △6 △62

投資有価証券の売却による収入 61 13

匿名組合出資金の払戻による収入 － 924

その他 1 △16

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,849 632

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） 1,528 △5,972

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 4,950 2,799

長期借入金の返済による支出 △8,183 △6,608

配当金の支払額 △198 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,903 △9,781
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,972 531

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 4,923 4,264
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 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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 

不動産賃貸事業：事務所、店舗等の賃貸事業  

不動産管理事業：マンション管理事業等 

その他事業  ：販売代理事業等 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．従来、不動産賃貸事業、不動産管理事業は「その他事業」に含めておりましたが、当該事業区分の重要性

が増したため、当第一四半期連結会計期間より「不動産賃貸事業」、「不動産管理事業」として区分掲記し

ております。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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 

  

21,741 

16 

 

2,921 

458 

 

24,663 

474 

 

－ 

(474) 

 

24,663 

－ 

計 21,758  3,380  25,138  (474)  24,663 

 営業利益 1,867  363  2,231  32   2,264 

  

  

不動産販売

事業 

（百万円）

不動産賃貸 

事業 

（百万円） 

不動産管理

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 

25,333 

－ 

649 

4 

952 

5 

564 

661 

27,500 

671 

 － 

(671) 

27,500 

－ 

計 25,333  653  958  1,225  28,171  (671)  27,500 

 営業利益 1,470  171  80  179  1,902  7   1,909 

〔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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