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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 31,268 17.8 2,614 △8.3 1,983 6.7 1,740 △0.6
23年3月期第3四半期 26,534 △36.5 2,849 18.9 1,859 3.1 1,751 △4.4

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,741百万円 （△0.5％） 23年3月期第3四半期 1,750百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 54.71 ―
23年3月期第3四半期 59.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 66,478 19,237 28.9
23年3月期 61,054 18,361 30.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  19,237百万円 23年3月期  18,361百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年3月期 ― 3.00 ― 6.00 9.00
24年3月期 ― 4.00 ―
24年3月期（予想） 9.00 13.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 57,150 21.9 6,170 △8.7 5,160 △6.6 3,600 △29.2 111.10



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料P．３「２．サマリー情報（その他）に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 株式会社タカラライブネット

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 33,386,070 株 23年3月期 33,386,070 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 2,339,671 株 23年3月期 982,771 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 31,812,885 株 23年3月期3Q 29,527,003 株
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（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24年３月期第３四半期連結累計期間において、不動産販売事業については、新築分譲マンシ

ョン事業、戸建分譲事業、リニューアル及びリセール事業等により、当事業売上高は27,599百万円となっておりま

す。 

 不動産賃貸事業については、賃貸マンション、その他事務所及び店舗等の賃貸収入により、当事業売上高は 

1,065百万円となっております。 

 不動産管理事業については、管理戸数27,892戸からの管理収入により、当事業売上高は1,692百万円となってお 

ります。 

 その他事業については、不動産販売代理受託手数料及び修繕工事の受注による収入等により、当事業売上高は 

910百万円となっております。  

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は31,268百万円となっております。 

  

②概況説明 

 当社グループの当第３四半期連結累計期間における売上高通期進捗率は54.7％となっております。これは、当社

グループの主力事業であります新築分譲マンション事業において、引渡による売上計上が第４四半期に集中してい

るためであります。 

  

③契約進捗状況 

 12月末時点の契約状況は、当期引渡予定戸数1,342戸に対し、1,240戸の契約となり、進捗率は92.4％となってお

ります。なお、翌期の引渡予定戸数に対する契約率は40.2％と前年同期進捗率を大きく上回っております。 

  

   （通期引渡予定戸数に対する契約状況表） 

  

 また、新築分譲マンション以外の戸建分譲事業、リニューアル及びリセール事業においても、順調に推移してお

ります。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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、負債及び純資産の状況は、新規仕入れに伴うたな卸資産の

増加等により、総資産は66,478百万円と前連結会計年度末に比べ5,424百万円増加しております。 

  

（流動資産） 

 新規仕入れによるたな卸資産の増加等により、流動資産は46,996百万円と前連結会計年度末に比べ5,068百万円 

増加しております。  

  

（固定資産）  

 事業用資産を購入したこと等により、固定資産は19,482百万円と前連結会計年度末に比べ356百万円増加してお 

ります。  

  

（流動負債）  

 契約進捗による前受金の増加及び短期借入金の増加等により、流動負債は33,964百万円と前連結会計年度末に比

べ5,813百万円増加しております。 

  

（固定負債） 

 借入金の長短区分の振替等により、固定負債は13,276百万円と前連結会計年度末に比べ1,265百万円減少してお 

ります。 

  

１．当四半期決算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(％) 

当 期       1,342        1,240         92.4                99.7 

翌 期       1,553                 624                40.2                30.0 
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（純資産）  

 四半期純利益の積み上げ等が、自己株式の取得及び剰余金の配当を上回った結果、純資産の合計は19,237百万円

と前連結会計年度末に比べ876百万円増加しております。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成23年７月25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。  

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  平成23年９月26日に連結子会社である株式会社タカラライブネット（現社名株式会社ライブネットホーム）の全

株式を売却したことにより、第２四半期連結会計期間に当該子会社を連結の範囲から除外しております。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①固定資産の減価償却の算定方法 

  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棚卸資産の評価方法 

  棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

 下げを行う方法によっております。     

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,414 9,824

受取手形及び売掛金 416 461

販売用不動産 5,259 4,107

仕掛販売用不動産 23,575 29,422

その他 3,301 3,224

貸倒引当金 △38 △44

流動資産合計 41,928 46,996

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,654 4,578

土地 13,259 13,670

その他（純額） 38 73

有形固定資産合計 17,951 18,322

無形固定資産 484 457

投資その他の資産   

その他 915 917

貸倒引当金 △225 △215

投資その他の資産合計 689 702

固定資産合計 19,126 19,482

資産合計 61,054 66,478

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,785 4,215

短期借入金 3,720 5,916

1年内返済予定の長期借入金 16,960 18,749

未払法人税等 93 61

引当金 176 102

その他 3,416 4,918

流動負債合計 28,151 33,964

固定負債   

長期借入金 13,669 12,258

引当金 231 246

その他 640 770

固定負債合計 14,541 13,276

負債合計 42,692 47,240
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,819 4,819

資本剰余金 4,949 4,949

利益剰余金 9,905 11,325

自己株式 △1,295 △1,839

株主資本合計 18,380 19,255

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △18 △17

その他の包括利益累計額合計 △18 △17

純資産合計 18,361 19,237

負債純資産合計 61,054 66,478
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（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） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 26,534 31,268

売上原価 18,780 23,210

売上総利益 7,753 8,057

販売費及び一般管理費 4,904 5,442

営業利益 2,849 2,614

営業外収益   

受取利息 11 4

受取配当金 3 3

受取手数料 43 54

持分法による投資利益 2 29

雑収入 14 32

営業外収益合計 74 124

営業外費用   

支払利息 917 731

株式交付費 126 －

雑損失 20 23

営業外費用合計 1,065 755

経常利益 1,859 1,983

特別利益   

貸倒引当金戻入額 17 －

賞与引当金戻入額 5 －

過年度損益修正益 49 －

匿名組合清算益 1 －

その他 0 －

特別利益合計 75 －

特別損失   

子会社株式売却損 － 49

固定資産除却損 3 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10 －

出資金評価損 0 －

減損損失 78 －

事業所移転費用 0 －

投資有価証券評価損 8 3

投資有価証券売却損 2 －

過年度税金 32 －

その他 0 －

特別損失合計 135 59

税金等調整前四半期純利益 1,799 1,924

法人税、住民税及び事業税 83 119

法人税等還付税額 △12 －

法人税等調整額 △23 64

法人税等合計 47 184

少数株主損益調整前四半期純利益 1,751 1,740

四半期純利益 1,751 1,740
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,751 1,740

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 0

その他の包括利益合計 △0 0

四半期包括利益 1,750 1,741

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,750 1,741
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  該当事項はありません。 

  

（自己株式の取得）  

  当社は、当第３四半期連結累計期間において、平成23年７月25日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を 

1,356,900株、544百万円取得いたしました。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間末における自己株式は2,339,671株、1,839百万円となっております。  

   

 該当事項はありません。  

   

   （開示の省略） 

    四半期連結キャッシュ・フロー計算書、セグメント情報、その他の注記事項、個別情報、補足情報等は第３四半

   期決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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