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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

（注）当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、 
「１株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」を算定しております。 

(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 ％

26年3月期第1四半期 14,062 △17.0 1,393 △0.3 1,192 △7.2 716 △19.3
25年3月期第1四半期 16,938 298.8 1,398 ― 1,284 ― 888 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 706百万円 （△19.6％） 25年3月期第1四半期 878百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 6.10 6.09
25年3月期第1四半期 7.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 75,165 22,644 30.1
25年3月期 75,013 24,147 32.2
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  22,590百万円 25年3月期  24,131百万円

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  
平成25年５月13日開催の取締役会において、平成25年７月１日を効力発生日として普通株式１株につき４株の割合で株式分割することを決議しております。 
平成26年３月期（予想）の年間配当金については、当該株式分割の影響を考慮して記載しております。 

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

25年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 1.50 ― 3.00 4.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  
平成25年５月13日開催の取締役会において、平成25年５月15日に386,070株の自己株式の消却を行うことおよび、平成25年７月１日を効力発生日として 
普通株式１株につき４株の割合で株式分割することを決議しております。 
平成26年３月期の１株当たり当期純利益については、当該株式分割調整後の内容を記載しております。  

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 71,650 10.4 9,300 46.2 8,515 47.0 5,030 23.5 42.08



(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと 
仮定して株式数を算定しております。 

※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、 
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   ：  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） 26年3月期1Q 132,000,000 株 25年3月期 133,544,280 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 16,372,804 株 25年3月期 14,021,084 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 117,456,976 株 25年3月期1Q 123,183,280 株
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（１）連結経営成績に関する説明 

①セグメント別の業績 

 当社グループの平成26年３月期第１四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12,646百万円（前年同四半期比19.0％減）

となっております。 

 なお、粗利益率は、価格改定効果等により23.6％と前連結会計年度の21.3％から大幅に向上しております。 

 不動産賃貸事業については、アパート、マンション及びオフィス等の賃貸収入により、当事業売上高は408百万

円（前年同四半期比15.4％増）となっております。 

 不動産管理事業については、管理戸数33,546戸からの管理収入により、当事業売上高は671百万円（前年同四半

期比7.4％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

335百万円（前年同四半期比1.8％減）となっております。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高14,062百万円（前年同四半期比17.0％減）、営業利益

1,393百万円（前年同四半期比0.3％減）、経常利益1,192百万円（前年同四半期比7.2％減）、四半期純利益716百

万円（前年同四半期比19.3％減）となっております。 

  

②概況説明 

 新築分譲マンション事業では、「レーベン千葉ニュータウン中央」、「レーベンリヴァーレ町田ルージアタワ

ー」等、太陽光発電マンションを含む287戸の引渡を行いました。また、リニューアル事業では、平成22年３月期

以来となる「ル・アール川崎アヴィデ」全30戸の引渡も行っております。 

  

③契約進捗状況 

 当第１四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1,710戸に対し、1,372戸の契約がなされ、

進捗率は80.2％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説明 

 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、剰余金の配当及び自己株式の取

得等がありましたが、新規仕入に伴う借入金の増加等により、総資産は75,165百万円と前連結会計年度末に比べ

151百万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たな卸資産の減少等により、流動資産は55,563百万円と前連結会計年度末に比

べ368百万円減少しております。 

  

（固定資産） 

 収益物件の取得による有形固定資産の増加等により、固定資産は19,601百万円と前連結会計年度末に比べ520百

万円増加しております。 

  

（流動負債） 

 短期借入金の増加等により、流動負債は29,075百万円と前連結会計年度末に比べ50百万円増加しております。 

  

（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23,444百万円と前連結会計年度末に比べ1,604百万円増加し

ております。 

  

（純資産） 

 剰余金の配当及び自己株式の取得額が四半期純利益の計上額を上回った事により、純資産の合計は22,644百万円

と前連結会計年度末に比べ1,503百万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 内契約戸数 進捗率(％) 前年同期進捗率(％)

新築分譲 

マンション 
 1,710  1,372  80.2  80.5
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、平成25年５月13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 

 該当事項はありません。 

   

   

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,911 20,484

受取手形及び売掛金 323 311

販売用不動産 2,067 948

仕掛販売用不動産 33,308 31,607

その他 2,353 2,242

貸倒引当金 △32 △30

流動資産合計 55,932 55,563

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,011 5,166

土地 12,471 12,878

その他（純額） 122 118

有形固定資産合計 17,606 18,163

無形固定資産 551 533

投資その他の資産   

その他 1,036 1,017

貸倒引当金 △112 △113

投資その他の資産合計 924 904

固定資産合計 19,081 19,601

資産合計 75,013 75,165

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,920 7,351

短期借入金 2,629 3,978

1年内返済予定の長期借入金 11,375 11,892

未払法人税等 1,608 335

引当金 277 185

その他 5,214 5,332

流動負債合計 29,025 29,075

固定負債   

長期借入金 20,849 22,446

引当金 202 214

その他 788 783

固定負債合計 21,840 23,444

負債合計 50,866 52,520
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,819 4,819

資本剰余金 4,947 4,842

利益剰余金 16,991 17,142

自己株式 △2,630 △4,207

株主資本合計 24,127 22,597

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3 △6

その他の包括利益累計額合計 3 △6

新株予約権 16 53

純資産合計 24,147 22,644

負債純資産合計 75,013 75,165
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 16,938 14,062

売上原価 13,604 10,649

売上総利益 3,334 3,413

販売費及び一般管理費 1,935 2,019

営業利益 1,398 1,393

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 1 2

受取手数料 30 20

持分法による投資利益 42 2

雑収入 27 2

営業外収益合計 103 28

営業外費用   

支払利息 215 196

雑損失 1 32

営業外費用合計 217 229

経常利益 1,284 1,192

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   

固定資産除却損 1 0

特別損失合計 1 0

税金等調整前四半期純利益 1,336 1,192

法人税、住民税及び事業税 339 333

法人税等調整額 108 142

法人税等合計 447 475

少数株主損益調整前四半期純利益 888 716

四半期純利益 888 716
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 888 716

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9 △9

その他の包括利益合計 △9 △9

四半期包括利益 878 706

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 878 706
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 該当事項はありません。 

   

  当社は、当第１四半期連結会計期間において、平成25年５月13日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を

1,000,000株、2,000百万円取得いたしました。また、自己株式を386,070株、396百万円消却いたしました。 

 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26,000株、26百万円あった結果、当第１四半期連

結会計期間末における自己株式は4,093,201株、4,207百万円となっております。 

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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