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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 34,560 112.8 3,088 131.2 2,827 210.4 2,054 188.2
24年3月期第2四半期 16,237 △2.3 1,335 △39.7 910 △40.5 712 △52.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 2,044百万円 （185.0％） 24年3月期第2四半期 717百万円 （△52.1％）

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

25年3月期第2四半期 67.15 67.10
24年3月期第2四半期 22.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 70,415 22,546 32.0
24年3月期 70,277 21,138 30.1
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  22,527百万円 24年3月期  21,138百万円

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  
   24年３月期期末配当金内訳  普通配当 ７円00銭  記念配当 ２円00銭 

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

24年3月期 ― 4.00 ― 9.00 13.00
25年3月期 ― 5.00
25年3月期（予想） ― 10.00 15.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 63,950 15.9 7,000 18.0 6,100 20.3 3,800 3.2 122.84



(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）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P.３「２.サマリー情報（注記
事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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連結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、 
その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 33,386,070 株 24年3月期 33,386,070 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 3,074,171 株 24年3月期 2,451,871 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 30,590,922 株 24年3月期2Q 32,187,444 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における日本経済は、欧州諸国の財政問題、円相場の長期高止まり、新興国の経済 

成長の減速等により、景気の先行きが不透明な状況が続いております。  

当社グループの属する不動産業界におきましても、景気の先行き懸念は依然として強いものの、各種住宅需要 

促進施策の効果等により、一定の回復傾向を見せております。 

そのような中、当社は、好調な契約のもと、前期末には現預金及び自己資本が過去最高となり、借入が大幅に 

減少し、バランスシート調整の成功に至りました。このことから、再成長に耐えうる財務体質を構築することが 

できたと考え、2012年９月に新中期経営計画「Takara Leben Next Stage 2016」を発表し、当社の強みである太 

陽光発電マンションの推進を中心とした各種施策を掲げ、新たなスタートを切っております。 

   

①セグメント別の業績 

    当社グループの平成25年３月期第２四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、リニューアル事業等により、当事業売上高は31,788百万円（前年同四半期比130.6 

％増）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 

707百万円（前年同四半期比0.0％減）となっております。 

    不動産管理事業については、管理戸数31,140戸からの管理収入により、当事業売上高は1,264百万円（前年同 

四半期比13.7％増）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800百万円（前年同四半期比26.5％増）となっております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高34,560百万円（前年同四半期比112.8％増）、営業利 

益3,088百万円（前年同四半期比131.2％増）、経常利益2,827百万円（前年同四半期比210.4％増）、四半期純利 

益2,054百万円（前年同四半期比188.2％増）となっております。 

  

②契約進捗状況 

    当第２四半期連結累計期間の販売実績については、通期引渡予定戸数1,630戸に対し、1,543戸の契約がなされ、

進捗率は94.7％と、引き続き好調な販売が続いております。 

  

 （通期引渡予定戸数に対する契約状況表） 

    

（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、新築分譲マンションの引渡に伴

う現預金の増加等により、総資産は70,415百万円と前連結会計年度末に比べ138百万円増加しております。 

  

（流動資産） 

 新築分譲マンションの引渡に伴う現預金の増加等により、流動資産は52,600百万円と前連結会計年度末に比べ

1,681百万円増加しております。 

  

（固定資産） 

 事業用資産を売却したこと等により、固定資産は17,814百万円と前連結会計年度末に比べ1,543百万円減少して

おります。 

  

（流動負債） 

 借入金の返済等により、流動負債は31,809百万円と前連結会計年度末に比べ5,563百万円減少しております。 

  

（固定負債） 

 新規仕入に伴う借入金の増加等により、固定負債は16,058百万円と前連結会計年度末に比べ4,292百万円増加し

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(％)

新築分譲 

マンション 
1,630 1,543 94.7 83.0 
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（純資産） 

 四半期純利益の計上が剰余金の配当及び自己株式の取得額を上回った事により、純資産の合計は22,546百万円と

前連結会計年度末に比べ1,408百万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24年５月14日公表の通期予想と変更はありません。 

   

   

 （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

    該当事項はありません。 

 

 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

    該当事項はありません。 

 

 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   （減価償却方法の変更） 

    当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

   得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これによる当第２四

   半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

２．サマリー情報(注記事項)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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,394 20,451

受取手形及び売掛金 377 373

販売用不動産 7,430 3,971

仕掛販売用不動産 22,863 25,434

その他 2,899 2,409

貸倒引当金 △46 △39

流動資産合計 50,919 52,600

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,537 4,460

土地 13,487 11,953

その他（純額） 69 138

有形固定資産合計 18,095 16,552

無形固定資産 453 428

投資その他の資産   

その他 1,026 1,041

貸倒引当金 △217 △208

投資その他の資産合計 808 833

固定資産合計 19,357 17,814

資産合計 70,277 70,415

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,165 10,257

短期借入金 5,494 5,125

1年内返済予定の長期借入金 15,887 11,432

未払法人税等 515 657

引当金 257 252

その他 5,052 4,084

流動負債合計 37,372 31,809

固定負債   

長期借入金 10,774 15,099

引当金 248 199

その他 743 759

固定負債合計 11,765 16,058

負債合計 49,138 47,868
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,819 4,819

資本剰余金 4,949 4,947

利益剰余金 13,266 15,042

自己株式 △1,890 △2,265

株主資本合計 21,145 22,544

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △7 △17

その他の包括利益累計額合計 △7 △17

新株予約権 － 19

純資産合計 21,138 22,546

負債純資産合計 70,277 70,415
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 16,237 34,560

売上原価 11,269 27,505

売上総利益 4,967 7,054

販売費及び一般管理費 3,632 3,966

営業利益 1,335 3,088

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 1 2

受取手数料 33 56

持分法による投資利益 17 64

雑収入 25 40

営業外収益合計 81 166

営業外費用   

支払利息 488 421

雑損失 17 5

営業外費用合計 506 427

経常利益 910 2,827

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 － 53

特別利益合計 － 53

特別損失   

子会社株式売却損 49 －

固定資産除却損 6 21

投資有価証券評価損 3 －

その他 － 0

特別損失合計 58 22

税金等調整前四半期純利益 852 2,858

法人税、住民税及び事業税 92 644

法人税等調整額 46 160

法人税等合計 139 804

少数株主損益調整前四半期純利益 712 2,054

四半期純利益 712 2,054
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 712 2,054

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4 △9

その他の包括利益合計 4 △9

四半期包括利益 717 2,044

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 717 2,044
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 該当事項はありません。 

  

当社は、当第２四半期連結累計期間において、平成24年５月14日開催の取締役会決議に基づき、自己株式 

を689,800株、424百万円取得いたしました。 

このほか、ストック・オプションの行使による自己株式の処分が67,500株、49百万円あった結果、当第２ 

四半期連結会計期間末における自己株式は3,074,171株、2,265百万円となっております。 

（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
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