
平成25年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年8月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ラ・アトレ 上場取引所 東 

コード番号 8885 URL http://www.lattrait.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 脇田 栄一

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 経営管理部長 （氏名） 島田 隆浩 TEL 03-5405-7300
四半期報告書提出予定日 平成25年8月12日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6月30日） 

当社は、平成24年12月期より決算期を毎年３月31日から毎年12月31日に変更しております。これに伴い、平成25年12月期第２四半期(１月から６月まで)と、比
較対象となる平成24年12月期第２四半期(４月から９月まで)の月度が異なるため,平成25年12月期第２四半期の対前年同四半期増減率については記載してお
りません。 
当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100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株あ
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 ％

25年12月期第2四半期 1,372 ― 92 ― 41 ― 49 ―

24年12月期第2四半期 857 △55.0 89 515.1 42 ― 39 ―

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 49百万円 （―％） 24年12月期第2四半期 39百万円 （―％）

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

25年12月期第2四半期 18.34 14.18
24年12月期第2四半期 16.69 16.04

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第2四半期 3,542 449 12.5
24年12月期 3,177 396 12.3

（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  444百万円 24年12月期  390百万円

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

24年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年12月期 ― 0.00

25年12月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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24年12月期は、決算期変更により９ヶ月決算となっておりますので、平成25年12月期の連結業績予想の第２四半期(累計)及び通期の対前期、対前年同四
半期増減率については記載しておりません。 
当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。当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株あ
たり四半期純利益を算定しております。 

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 1,900 ― 180 ― 87 ― 100 ― 36.94



(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） 

※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レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続は終了しております。 

※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。業績予想に関する事項について
は、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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） 25年12月期2Q 27,140 株 24年12月期 27,072 株

② 期末自己株式数 25年12月期2Q 52 株 24年12月期 52 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 27,055 株 24年12月期2Q 23,421 株
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当第２四半期連結累計期間における首都圏の新築マンション市場は、消費税率の引き上げ観測や、銀

行の住宅ローン金利の上昇傾向を受けて、購入層の住宅購買意欲が高まったことを背景に、引き続き好

調な契約率を維持しました。 

一方、首都圏中古マンション市場においても、東日本不動産流通機構が発表した平成25年１月から６

月の累計成約件数は、前年同期比16.9％の大幅増加となっており、活況を呈しております。１平方メー

トル当たり単価も、平成25年１月から６カ月連続して前年同月比上昇しており、購買意欲の高まりが感

じられます。 

このような環境の中、当社は引き続き実需の根強い戸別リノベーションマンション事業に注力すると

ともに、新築マンションの買取再販、販売代理に努めました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高及び損益の状況は以下のとおりとなりました。

なお、セグメント間の内部売上は除いております。 

  

 セグメント別売上高の概況 

 
（注）平成24年12月期は決算期変更により、平成24年４月１日から平成24年12月31日までの９ヶ月間とな

っております。これに伴い、前第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年９月30日）と当

第２四半期連結累計期間（平成25年１月１日～平成25年６月30日）と対象期間が異なっておりますの

で、前年同四半期連結累計期間との比較は行っておりません。 

  

①売上高 

（ⅰ）新築不動産販売部門では、新築分譲マンション「ラ・アトレレジデンス浅草」14戸を引渡した

こと等により、売上高460百万円となりました。また、セグメント利益は42百万円となりました。 

（ⅱ）再生不動産販売部門では、ａ）戸別リノベーション販売部門において、リノベーションマンシ

ョンを19戸引渡したことにより、売上高772百万円となりました。またセグメント利益は72百万円とな

りました。 

（ⅲ）不動産管理事業部門は、管理物件の賃貸収入等により売上高135百万円となりました。またセ

グメント利益は38百万円となりました。 

（注）セグメント利益とは、各セグメントの売上総利益から、販売費用及び営業外費用を差し引いた

ものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

セグメント
当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年１月１日

   至 平成25年６月30日）
構成比 前年同期比

千円 ％ ％

不動産販売事業 1,233,153 89.9 ―

（新築不動産販売部門） (460,777) 33.6 ―

（再生不動産販売部門） (772,376) 56.3 ―

不動産管理事業部門 135,883 9.9 ―

その他 3,077 0.2 ―

合計 1,372,114 100.0 ―
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②営業利益  

販売費及び一般管理費は148百万円となりました。 

 その結果、営業利益は92百万円となりました。 

③経常利益・四半期純利益 

支払利息36百万円、支払手数料12百万円を中心に営業外費用が51百万円となった結果、経常利益は41

百万円、四半期純利益は49百万円となりました。 

  

①資産、負債及び資本の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ365百万円増加し、3,542百万

円となりました。これは、販売用不動産が167百万円増加したこと、流動資産「その他」に含まれる前

渡金が129百万円増加したこと等が主な原因であります。 

また、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ312百万円増加し、3,093百

万円となりました。これは短期借入金が186百万円増加したこと、流動負債「その他」に含まれる預り

金が101百万円増加したこと等が主な原因であります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ53百万円増加し、449百万円と

なりました。これは、四半期純利益を49百万円計上したこと等が主な原因であります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ53百万円の増加となり、164百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りでありま

す。 

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益41百万円、たな卸資産の増加

167百万円等により42百万円の資金支出となりました。 

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出12百万円、積立預金の預入

による支出６百万円等により22百万円の資金支出となりました。 

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加186百万円等により118百万円の資金獲得

となりました。 

  

平成25年12月期の業績予想につきましては、平成25年５月15日に「業績予想の修正に関するお知ら

せ」にて公表した数値からの変更はございません。 

  

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 110,450 164,050

売掛金 13,306 10,964

販売用不動産 424,245 592,069

その他 90,006 253,055

貸倒引当金 △900 △900

流動資産合計 637,109 1,019,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,088,574 1,068,385

土地 1,388,865 1,388,865

その他（純額） 4,048 2,656

有形固定資産合計 2,481,489 2,459,907

無形固定資産   

その他 497 2,762

無形固定資産合計 497 2,762

投資その他の資産 53,766 57,537

固定資産合計 2,535,753 2,520,207

繰延資産 4,376 3,508

資産合計 3,177,239 3,542,956

負債の部   

流動負債   

買掛金 48,299 88,193

短期借入金 471,344 657,472

1年内返済予定の長期借入金 534,837 535,690

未払法人税等 3,443 2,998

その他 69,644 174,764

流動負債合計 1,127,569 1,459,117

固定負債   

長期借入金 1,483,040 1,412,465

その他 170,409 221,871

固定負債合計 1,653,449 1,634,336

負債合計 2,781,019 3,093,454
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 250,000 251,830

資本剰余金 139,820 141,650

利益剰余金 2,526 52,148

自己株式 △1,607 △1,607

株主資本合計 390,739 444,021

新株予約権 5,480 5,480

純資産合計 396,220 449,501

負債純資産合計 3,177,239 3,542,956
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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：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 857,512 1,372,114

売上原価 639,298 1,130,776

売上総利益 218,214 241,337

販売費及び一般管理費 ※1  128,463 ※1  148,975

営業利益 89,751 92,362

営業外収益   

受取利息 47 53

受取配当金 186 36

雑収入 76 406

営業外収益合計 309 495

営業外費用   

支払利息 35,851 36,404

支払手数料 6,543 12,158

株式交付費償却 333 499

社債発行費等償却 124 367

その他 4,450 1,856

営業外費用合計 47,303 51,287

経常利益 42,756 41,570

特別損失   

固定資産除却損 140 293

事務所移転費用引当金繰入額 2,118 －

特別損失合計 2,258 293

税金等調整前四半期純利益 40,497 41,277

法人税、住民税及び事業税 1,408 1,784

法人税等調整額 － △10,129

法人税等合計 1,408 △8,344

少数株主損益調整前四半期純利益 39,089 49,621

少数株主利益 － －

四半期純利益 39,089 49,621
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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：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１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 39,089 49,621

その他の包括利益 － －

四半期包括利益 39,089 49,621

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 39,089 49,621

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25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 40,497 41,277

減価償却費 27,969 28,411

受取利息及び受取配当金 △233 △89

支払利息 35,851 36,404

支払手数料 6,543 12,158

株式交付費償却 333 499

社債発行費等償却 124 367

売上債権の増減額（△は増加） 11,713 2,342

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,870 △167,823

共同事業出資金の増減額（△は増加） △56,200 △4,600

仕入債務の増減額（△は減少） △27,649 39,893

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,447 △3,851

固定資産除却損 140 293

その他 △18,174 13,341

小計 △8,504 △1,374

利息及び配当金の受取額 233 89

利息の支払額 △35,919 △37,740

法人税等の支払額 △359 △3,152

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,550 △42,179

投資活動によるキャッシュ・フロー   

積立預金の預入による支出 △5,000 △6,000

積立預金の払戻による収入 8,700 －

出資金の払込による支出 － △5,700

有形固定資産の取得による支出 △4,500 △12,090

貸付けによる支出 △2,300 －

貸付金の回収による収入 404 808

その他 － 312

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,695 △22,670

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） 2,000 186,128

長期借入れによる収入 37,000 40,000

長期借入金の返済による支出 △40,606 △109,722

株式の発行による収入 99,900 －

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 3,660

株式の発行による支出 △2,999 －

新株予約権の発行による収入 2,960 －

新株予約権の発行による支出 △1,118 －

リース債務の返済による支出 △2,214 △1,615

財務活動によるキャッシュ・フロー 94,920 118,450
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 47,674 53,600

現金及び現金同等物の期首残高 80,332 110,450

現金及び現金同等物の四半期末残高 128,007 164,050
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該当事項はありません。  

  

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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Ⅰ  前第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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
 (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リフォーム事業、損害保

険の代理店事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。   

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。  

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計
新築不動産
販売部門

再生不動産
販売部門

不動産管理
事業部門

計

売上高

  外部顧客への売上高 110,256 563,759 173,364 847,380 10,132 857,512

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― 18,883 18,883

計 110,256 563,759 173,364 847,380 29,015 876,395

セグメント利益 93,893 10,780 35,334 140,008 20,784 160,793

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 140,008

「その他」の区分の利益 20,784

セグメント間取引消去 △17,256

全社費用(注) △100,780

四半期連結損益計算書の経常利益 42,756

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計
新築不動産
販売部門

再生不動産
販売部門

不動産管理
事業部門

計

売上高

  外部顧客への売上高 460,777 772,376 135,883 1,369,037 3,077 1,372,114

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

20,351 ― ― 20,351 27,442 47,793
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 (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リフォーム事業、損害保

険の代理店事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外費用であります。   

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

該当事項はありません。  

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。  

  

計 481,128 772,376 135,883 1,389,388 30,519 1,419,908

セグメント利益 62,376 72,417 38,665 173,459 25,077 198,536

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 173,459

「その他」の区分の利益 25,077

セグメント間取引消去 △47,793

全社費用(注) △109,173

四半期連結損益計算書の経常利益 41,570
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該当事項はありません。  

  

（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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該当事項はありません。  

  

（７）重要な後発事象

㈱ラ・アトレ（8885） 平成25年12月期 第２四半期決算短信

- 15 -



  

 ①不動産販売事業における当第２四半期までの契約進捗状況 

 （ⅰ）契約高及び契約残高（受注高及び受注残高） 

 
（注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 （ⅱ）契約進捗率 

 
（注） 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

（単位：千円）

当第２四半期

平成25年12月期 第２四半期
（自 平成25年１月１日 至 平成25年６月30日）

契約高 契約残高

1,403,168 246,825

（単位：千円）

当第２四半期 売上計上分 1,233,153

当第２四半期 契約済売上計上予定分 246,825

合計 1,479,978
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