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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 231,673 5.3 5,369 183.0 4,375 ― 3,921 ―
25年3月期第2四半期 219,997 △1.4 1,897 ― △1,744 ― △2,258 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 8,207百万円 （850.9％） 25年3月期第2四半期 863百万円 （―％）

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2四半期 18.53 ―
25年3月期第2四半期 △13.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 246,247 66,389 27.0
25年3月期 261,649 58,151 22.2
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  66,371百万円 25年3月期  58,133百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 0.00 0.00

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   

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 467,400 2.9 14,100 90.2 12,200 10.0 11,000 △17.5 51.99



(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  ：  有  
（注）詳細は、P.4「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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、金融商品取引法に基づく四半期
報告書の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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
  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。 
  業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料P.4「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想
などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法） 
四半期決算補足説明は、平成25年11月1日（金）に当社ホームページに掲載する予定です。 

※  注記事項

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2Q 217,443,915 株 25年3月期 217,443,915 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 5,831,720 株 25年3月期 5,900,320 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 211,587,955 株 25年3月期2Q 171,709,877 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  4

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  4

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  4

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  4

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  5

（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 ………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  9

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  10

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  10

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………  10

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  10

㈱レオパレス21（8848）平成26年3月期第2四半期決算短信

ｰ 1 ｰ 



（１）経営成績に関する説明 

（単位：百万円）

  
当第２四半期連結累計期間における国内経済は、政府による経済・金融政策を背景に円安・株価上昇が進み、個人

消費にも改善の兆しがみられるなど、緩やかながら景気回復傾向が続きました。 

賃貸住宅業界においても、新設着工戸数は前年同月の水準を上回る状況が続いておりますが、一方で空き家数も一

貫して増加しており、供給過剰状態にある市場において安定した入居率を確保するには、エリアを選別した物件供給

ならびに高品質な商品・サービスの提供が求められております。 

このような状況のなか、当社グループは、新中期経営計画の２年目である当期を「新たな成長ステージへの挑戦の

年」と位置づけ、前期に築き上げた土台をもとに、管理物件の競争力向上や入居者サービスの強化を通じた収益の

大化に注力してまいりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比5.3％増）、営業利益は

百万円（前年同四半期比183.0％増）、経常利益は 百万円（前年同四半期は経常損失17億44百万円）、

四半期純利益は 百万円（前年同四半期は四半期純損失22億58百万円）となり、増収増益を達成するとともに、

第２四半期としては平成20年９月期以来の黒字化となりました。 

なお、当社グループでは、建築請負事業は賃貸入居需要の 繁忙期である第４四半期に完成する建築請負契約が多

く、賃貸事業はアパート完成に伴い管理戸数が増加することから、第４四半期に利益が偏重する季節的変動がありま

す。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（単位：百万円）

① 賃貸事業 

当第２四半期連結会計期間末の入居率は84.28％（前年同四半期末比＋1.15ポイント）、期中平均入居率は

83.72％（前年同四半期比＋1.19ポイント）となりました。 

賃貸事業においては、業種に偏りのない法人営業の推進、積極的な住み替え提案による退室抑制、「お部屋カ

スタマイズ」のバリエーション充実、セキュリティシステム設置済アパートの拡大等により、安定した入居率の

確保ならびに長期入居促進を図っております。また、相場賃料を踏まえた支払家賃の適正化、定型的な物件管理

業務の見直しによるコスト削減にも引き続き取り組んでおります。 

なお、当第２四半期末の管理戸数は547千戸（前年度末比1千戸増）、直営店舗数は184店（前年度末比2店舗

増）、パートナーズ店舗数は172店（前年度末比20店舗減）といたしました。 

これらの結果、売上高は1,918億76百万円（前年同四半期比0.2％増）、営業利益は62億1百万円（前年同四半

期比48.8％増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

当 第 ２ 四 半 期  231,673  5,369  4,375  3,921

前 第 ２ 四 半 期  219,997  1,897  △1,744  △2,258

増減額  11,675  3,472  6,119  6,179

2,316億73

53億69 43億75

39億21

  売上高 営業利益 

  前第２四半期 当第２四半期 増減額 前第２四半期 当第２四半期 増減額 

賃貸事業  191,545  191,876  331  4,166  6,201  2,035

建築請負事業  19,993  30,415  10,422  △596  970  1,567

ホテルリゾート関連事業  3,147  3,640  492  △434  △320  113

シルバー事業  4,732  5,050  317  △303  △320  △16

その他事業  578  690  111  126  150  23

調整額  －  －  －  △1,060  △1,312  △251

合計   219,997  231,673  11,675  1,897  5,369  3,472
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② 建築請負事業 

当第２四半期連結累計期間の総受注高は468億55百万円（前年同四半期比47.7％増）、当第２四半期連結会計

期間末の受注残高は528億4百万円（前年同四半期末比3.2％減）となりました。 

建築請負事業においては、賃貸事業の収益性向上を優先するため、３大都市圏を中心に高い入居率が見込める

エリアに絞り込んだ受注活動を継続するとともに、太陽光発電システムの設置工事や介護・商業施設などアパー

ト以外の建築請負を推進いたしました。また、遮音性能が大幅に向上するノンサウンドシステムを標準仕様にす

るなど、商品力の強化に取り組んでおります。 

これらの結果、売上高は304億15百万円（前年同四半期比52.1％増）、営業利益は9億70百万円（前年同四半期

は営業損失5億96百万円）となりました。 

③ ホテルリゾート関連事業 

グアムリゾート施設および国内ホテルの売上高は36億40百万円（前年同四半期比15.7％増）、営業損失は3億

20百万円（前年同四半期比1億13百万円改善）となりました。 

④ シルバー事業 

売上高は50億50百万円（前年同四半期比6.7％増）、営業損失は3億20百万円（前年同四半期比16百万円損失増

加）となりました。 

⑤ その他事業 

少額短期保険業、ファイナンス事業、太陽光発電事業等のその他事業は、売上高6億90百万円（前年同四半期

比19.3％増）、営業利益は1億50百万円（前年同四半期比18.9％増）となりました。 

（２）財政状態に関する説明 

（資産、負債及び純資産の状況） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比154億2百万円減少の2,462億47百万円となりまし

た。これは主に、建物及び構築物（純額）が為替の影響により19億42百万円、リース資産（純額）が13億57百万円

それぞれ増加した一方、現金及び預金が106億98百万円、完成工事未収入金が11億11百万円、前払費用が32億84百

万円、長期前払費用が30億45百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

負債の合計は、前連結会計年度末比236億40百万円減少の1,798億57百万円となりました。主な要因は、工事未払

金が61億32百万円、未払金が41億50百万円、長短前受金が111億81百万円、空室損失引当金が23億18百万円それぞ

れ減少したことによるものであります。 

純資産の合計は、前連結会計年度末比82億38百万円増加の663億89百万円となりました。これは主に、為替換算

調整勘定のマイナス残高の減少44億27百万円、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加39億21百万円によるも

のであります。なお、自己資本比率は前連結会計年度末比4.8ポイント上昇し27.0％となりました。 

  総資産 負債 純資産 

当 第 ２ 四 半 期 末  246,247  179,857  66,389

前 連 結 会 計 年 度 末  261,649  203,498  58,151

増減額  △15,402  △23,640  8,238
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（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、63億50百万円の支出（前年同期比63億67百万円の支出減少）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益が42億81百万円、長期前払費用の減少額が60億14百万円、減価償却費

が27億98百万円、売上債権の減少額が18億56百万円となった一方、前受金の減少額が111億82百万円、仕入債務の

減少額が90億28百万円となったことによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、12億5百万円の支出（前年同期比10億84百万円の支出減少）となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得による支出が5億47百万円、無形固定資産の取得による支出が4億76百万円あ

ったことによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、33億88百万円の支出（前年同期は9億41百万円の収入）となりました。

これは主に、有利子負債を34億19百万円返済したことによるものであります。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は455億83百万円となり、前第２四半

期連結会計期間末比166億4百万円増加いたしました。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月10日の決算短信で公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、

実際の業績は、様々な要因によって予想と異なる場合があります。 

（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 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

    

（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（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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 56,681 45,983

売掛金 4,360 4,120

完成工事未収入金 2,231 1,120

営業貸付金 1,879 1,691

有価証券 504 265

未成工事支出金 339 454

原材料及び貯蔵品 457 511

前払費用 12,772 9,487

繰延税金資産 4,273 4,273

未収入金 1,017 861

その他 6,722 5,438

貸倒引当金 △346 △259

流動資産合計 90,896 73,948

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 54,740 56,682

土地 80,780 81,819

リース資産（純額） 1,798 3,155

建設仮勘定 175 302

その他（純額） 1,502 1,483

有形固定資産合計 138,997 143,444

無形固定資産 6,613 6,647

投資その他の資産   

投資有価証券 7,176 7,379

長期貸付金 570 557

固定化営業債権 1,900 1,427

長期前払費用 8,127 5,082

繰延税金資産 6,586 6,664

その他 3,339 3,248

貸倒引当金 △2,606 △2,192

投資その他の資産合計 25,094 22,166

固定資産合計 170,705 172,258

繰延資産 48 41

資産合計 261,649 246,247

㈱レオパレス21（8848）平成26年3月期第2四半期決算短信

ｰ 5 ｰ 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,670 2,592

工事未払金 14,307 8,174

短期借入金 14,814 12,940

1年内償還予定の社債 560 560

リース債務 1,097 1,198

未払金 13,252 9,101

未払費用 12 3

未払法人税等 394 549

前受金 49,036 42,966

未成工事受入金 3,807 4,641

賞与引当金 － 1,299

完成工事補償引当金 71 117

保証履行引当金 457 447

その他 4,662 4,028

流動負債合計 105,144 88,619

固定負債   

社債 1,480 1,200

長期借入金 30,020 29,300

リース債務 1,054 2,378

長期前受金 32,357 27,246

長期預り敷金保証金 8,984 8,685

退職給付引当金 8,634 8,922

空室損失引当金 13,950 11,632

その他 1,872 1,872

固定負債合計 98,353 91,237

負債合計 203,498 179,857

純資産の部   

株主資本   

資本金 62,867 62,867

資本剰余金 39,424 39,400

利益剰余金 △31,018 △27,097

自己株式 △4,726 △4,671

株主資本合計 66,546 70,498

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 648 507

為替換算調整勘定 △9,061 △4,634

その他の包括利益累計額合計 △8,413 △4,127

新株予約権 18 18

純資産合計 58,151 66,389

負債純資産合計 261,649 246,247
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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４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 219,997 231,673

売上原価 194,156 199,343

売上総利益 25,841 32,329

販売費及び一般管理費 23,943 26,959

営業利益 1,897 5,369

営業外収益   

受取利息 24 22

受取配当金 29 51

還付消費税等 108 －

その他 93 111

営業外収益合計 254 185

営業外費用   

支払利息 718 775

支払手数料 329 315

為替差損 2,626 －

その他 221 88

営業外費用合計 3,896 1,179

経常利益又は経常損失（△） △1,744 4,375

特別利益   

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

固定資産除却損 19 6

減損損失 375 87

特別損失合計 395 94

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（△）

△2,140 4,281

法人税等 118 360

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,258 3,921
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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４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,258 3,921

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △87 △140

為替換算調整勘定 3,208 4,426

持分法適用会社に対する持分相当額 － 0

その他の包括利益合計 3,121 4,286

四半期包括利益 863 8,207

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 863 8,207
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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４月１日 
 至 平成25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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,140 4,281

減価償却費 2,826 2,798

貸倒引当金の増減額（△は減少） △68 △367

空室損失引当金の増減額（△は減少） △3,604 △2,318

災害損失引当金の増減額（△は減少） △12 －

地上デジタル放送対応引当金の増減額（△は減
少）

△55 －

支払利息 718 775

為替差損益（△は益） 2,626 △6

持分法による投資損益（△は益） 4 △0

有形固定資産売却損益（△は益） － △0

有形固定資産除却損 19 6

減損損失 375 87

売上債権の増減額（△は増加） 1,255 1,856

未成工事支出金の増減額（△は増加） 331 △128

長期前払費用の増減額（△は増加） 8,951 6,014

仕入債務の増減額（△は減少） △7,315 △9,028

未成工事受入金の増減額（△は減少） 538 753

前受金の増減額（△は減少） △16,833 △11,182

預り保証金の増減額（△は減少） △621 △283

未払消費税等の増減額（△は減少） △312 △697

その他 1,597 2,172

小計 △11,717 △5,265

利息及び配当金の受取額 46 68

利息の支払額 △732 △784

法人税等の支払額 △315 △369

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,718 △6,350

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △159 △547

有形固定資産の売却による収入 － 0

無形固定資産の取得による支出 △37 △476

投資有価証券の取得による支出 △202 △106

投資有価証券の売却による収入 4 7

貸付けによる支出 △16 △6

貸付金の回収による収入 25 20

定期預金の預入による支出 － △100

その他 264 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △121 △1,205

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,386 －

短期借入金の返済による支出 △375 △1,874

長期借入金の返済による支出 △1,813 △720

社債の償還による支出 △280 △280

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △672 △544

株式の発行による収入 1,656 －

自己株式の処分による収入 40 30

財務活動によるキャッシュ・フロー 941 △3,388

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,898 △10,798

現金及び現金同等物の期首残高 40,877 56,381

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,979 45,583
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

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） 

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  

（単位：百万円）

（注）1．「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、少額短期保険業、ファイナンス事

業等を含んでおります。 

2．セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,060百万円には、セグメント間取引消去30百万円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△1,091百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い管理部門に係る一般管理費であります。 

3．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日  至 平成25年９月30日） 

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 

（単位：百万円）

（注）1．「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、少額短期保険業、ファイナンス事

業、太陽光発電事業等を含んでおります。 

2．セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,312百万円には、セグメント間取引消去16百万円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△1,328百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い管理部門に係る一般管理費であります。 

3．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（４）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）

（セグメント情報等）

  報告セグメント 

その他 

（注1）
合計 

調整額 

（注2） 

四半期連結
損益計算書

計上額 
（注3） 

  賃貸事業 
建築請負

事業 

ホテル 
リゾート 

関連事業

シルバー
事業 

計 

売上高                   

外部顧客への売上高  191,545  19,993 3,147 4,732 219,418 578  219,997  － 219,997

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 178  － 890 － 1,069 38  1,107  △1,107 －

計  191,723  19,993 4,038 4,732 220,488 616  221,105  △1,107 219,997

セグメント利益又は損失(△)  4,166  △596 △434 △303 2,831 126  2,958  △1,060 1,897

  報告セグメント 

その他 

（注1）
合計 

調整額 

（注2） 

四半期連結
損益計算書

計上額 
（注3） 

  賃貸事業 
建築請負

事業 

ホテル 
リゾート 

関連事業

シルバー
事業 

計 

売上高                   

外部顧客への売上高  191,876  30,415 3,640 5,050 230,982 690  231,673  － 231,673

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 237  76 1,189 － 1,504 50  1,554  △1,554 －

計  192,114  30,492 4,829 5,050 232,486 740  233,227  △1,554 231,673

セグメント利益又は損失(△)  6,201  970 △320 △320 6,531 150  6,681  △1,312 5,369
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