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平成21年3月期　第2四半期決算　補足説明資料 株式会社　大京

【連結決算概要】

【主要計数】
・営業収入 1,193 億円 △ 580 億円 （当初公表比） △  96 億円

・営業利益 △ 339 億円 △ 491 億円 （当初公表比） △ 339 億円

・経常利益 △ 388 億円 △ 524 億円 （当初公表比） △ 368 億円

・四半期純利益 △ 440 億円 △ 538 億円 （当初公表比） △ 425 億円

（１）連結会社の範囲

前期末 当第2四半期末 前期末比

7社 7社 ± 0社
1社 1社 ± 0社 持分法適用会社

合計 8社 8社 ± 0社

（２）連結損益計算書（累計） （億円）

前第2四半期 当第2四半期 前年同期比

営業収入 1,774 1,193 △ 580
1,372 715 △ 657

売上総利益 332 △ 174 △ 507
283 △ 189 △ 473

20.7% △ 26.5% △ 47.2p
販管費 180 165 △ 15

151 △ 339 △ 491
営業利益率 8.6% △ 28.5% △ 37.1p
営業外収益 7 4 △ 3
営業外費用 23 52 29

136 △ 388 △ 524
経常利益率 7.7% △ 32.5% △ 40.2p
特別利益 0 － △ 0
特別損失 2 － △ 2

134 △ 388 △ 522
2 4 1

法人税等調整額 31 47 16
少数株主利益 2 － △ 2

98 △ 440 △ 538

（３）連結貸借対照表 （億円） （３-１）たな卸不動産 （億円）

前期末 当第2四半期末 前期末比 前期末 当第2四半期末 前期末比

流動資産 4,285 3,698 △ 586 販売用不動産 658 536 △ 121
531 249 △ 282 （内、新築未契約完成商品） （276 （240 （△35

3,496 3,255 △ 241 仕掛販売用不動産 1,526 1,590 63
257 194 △ 62 開発用不動産 1,312 1,128 △ 183

固定資産 361 349 △ 12 3,496 3,255 △ 241

178 177 △ 0
183 171 △ 11

資産合計 4,647 4,047 △ 599

負債 3,515 3,481 △ 33 （４）連結キャッシュ・フロー計算書（累計） （億円）

843 378 △ 465 前第2四半期 当第2四半期 前年同期比

2,286 2,773 486 △ 499 △ 639 △ 139
385 330 △ 54 30 △ 3 △ 33

純資産 1,132 566 △ 565 518 360 △ 158
1,122 556 △ 566 － △ 0 △ 0

1 1 △ 0 620 249 △ 371

7 8 1
負債純資産合計 4,647 4,047 △ 599

自己資本比率 24.2% 13.8% △ 10.4p

新株予約権

株主資本
評価・換算差額等

支払手形等

有利子負債

その他

マンション

計

法人税、住民税及び事業税

四半期純利益

連結子会社

現金・現金同等物期末残高

営業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

財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

換算差額等

未契約完成商品の圧縮、事業用地の仕入抑制等および評価損の計上によ
り、前期末比241億円減の3,255億円。

税金等調整前四半期純利益

マンション
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　・不動産市場環境が想定以上に落ち込み、販売の長期化、売れ行きの鈍化などによりマンション引渡戸数は2,019戸と、前年同期比
　　45.7％の減少（前年同期比△1,697戸）。
　・厳しい事業環境は当面続くものと想定し､当期の売上商品に加え､次期以降の売上商品を含む全てのたな卸不動産の評価を見直し、
　　評価損322億円を計上。
　・以上のことから、当第2四半期（累計）の営業収入は1,193億円、営業利益は339億円の損失、経常利益は388億円の損失、四半期
　　純利益は繰延税金資産の取崩し等（47億円）により440億円の損失。
　・通期予想については、上記と同様の要因に加え、当面の事業環境下における利益率の低下を見込むとともに、人員削減等の合理化
　　施策実施に伴うリストラ費用等を見込むことなどにより、経常利益は連結で440億円の損失、当期純利益は同510億円の損失となる
　　見通し。
　・通期の配当については、大幅な当期純損失を見込むことから無配に修正。（当初配当予想　1株当たり5円）

扶桑レクセル㈱、㈱大京アステージ、㈱大京リアルド

㈱大京ライフ、㈱大京エル・デザイン連結子会社

（前年同期比）

（前年同期比）

（前年同期比）

㈱アセットウェーブ、台湾大京股份有限公司

（前年同期比）

その他

有形固定資産

オリックス・アセットマネジメント㈱

その他

現金及び預金

たな卸不動産

持分法適用会社

営業利益

経常利益

総利益率

【第2四半期】（累計） （億円）

当初公表
（5/12）

実績 当初公表比

営業収入 1,290 1,193 △ 96

営業利益 0 △ 339 △ 339

経常利益 △ 20 △ 388 △ 368

四半期純利益 △ 15 △ 440 △ 425

【通期予想】 （億円）

当初公表
（5/12）

修正公表
（11/5)

当初公表比

営業収入 3,920 3,610 △ 310

営業利益 145 △ 350 △ 495

経常利益 95 △ 440 △ 535

当期純利益 95 △ 510 △ 605

【マンション】

当初公表ﾍﾞｰｽ

（5/12）
実績 当初公表ﾍﾞｰｽ比

売上戸数 2,468戸 2,019戸 △449戸

売上高 891億 715億 △　175億

総利益 127億 △　189億 △　316億 ※

総利益率 14.3% △ 26.5% △ 40.8p

※売上高の減少による影響△25億円、評価損計上による影響△291億円
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【セグメント別業績】
（累計） （百万円）

営業収入 営業利益 営業収入 営業利益 営業収入 営業利益

不動産販売事業 139,428 14,649 80,406 △ 36,021 △ 59,022 △ 50,670 ㈱大京、扶桑レクセル㈱

不動産管理事業 15,059 1,152 15,745 1,732 686 580 ㈱大京アステージ

不動産仲介事業 4,194 △ 367 4,069 △ 552 △ 124 △ 185 ㈱大京リアルド

請負工事事業 14,643 549 15,238 1,007 595 457 ㈱大京アステージ、扶桑レクセル㈱

その他事業 6,040 695 5,139 1,056 △ 900 361
消去等 △ 1,938 △ 1,482 △ 1,251 △ 1,201 687 280
合計 177,427 15,196 119,348 △ 33,978 △ 58,078 △ 49,175

【セグメント別事業概要】

（１）不動産販売事業

　・マンション未契約完成商品は730戸、240億円（前期末比88戸減、35億円減）。

□マンション事業の状況（累計） （百万円）

戸数 金額 戸数 金額 戸数 金額

3,716戸 137,284 2,019戸 71,557 △1,697戸 △ 65,726
総利益率 20.7% △ 26.5% △ 47.2p

□マンション既契約残高の状況 （百万円）

戸数 金額 戸数 金額 戸数 金額

既契約残高（営業収入ベース） 2,133戸 89,460 2,675戸 111,543 542戸 22,082

＊各年度の既契約残高には、翌期以降の売上予定物件の既契約残高も含む。

□マンション未契約完成商品の状況 （百万円）

戸数 金額 戸数 金額 戸数 金額

未契約完成商品 818戸 27,637 730戸 24,069 △ 88戸 △ 3,567

＊未契約完成商品は、新築マンション分譲事業の未契約完成商品を表示。

（２）不動産管理事業

□管理受託戸数の状況

管理受託戸数 332,771戸 336,670戸 3,899戸

　・管理受託戸数が前年同期と比べ3,899戸増加したことに加え、収益力の強化に取り組んだことにより､営業収入は前年同期比6億円増収
　　の157億円、営業利益は前年同期比5億円増益の17億円を計上。

平成20年11月7日

増減前期末

　・営業利益はマンション売上総利益率の低下に加え、たな卸不動産の評価見直しによる評価減を実施したことから360億円の損失。

主な事業会社

　・マンション既契約残高は2,675戸、1,115億円（前期末比542戸増、220億円増）。

前第2四半期

営業収入

前第2四半期 当第2四半期 増減

当第2四半期 増減

　・不動産販売事業の営業収入は、マンション売上戸数が大幅に減少したことなどから前年同期比590億円減収の804億円。

増減前期末 当第2四半期末

当第2四半期末

当第2四半期末前第2四半期末 増減
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（３）不動産仲介事業

□仲介事業の取扱高（累計） （百万円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額

仲介取扱高 3,053件 72,516 3,254件 84,032 201件 11,516

（４）請負工事事業

□請負工事の受注残高 （百万円）

増減

受注残高 12,358 15,969 3,610

（５）その他事業

　・その他事業は賃貸事業を主体に、営業収入は51億円、営業利益は10億円を計上。

□賃貸事業の営業収入（累計） （百万円）

増減

賃貸事業 4,118 3,590 △ 527
前第2四半期 当第2四半期

　・市場環境の悪化の影響などにより、営業収入は、前年同期比1億円減収の40億円、営業利益は5億円の損失。

　・主に大規模修繕工事などが堅調に推移したことに加え、収益力の強化に取り組んだ結果、営業収入は前年同期比5億円増収の152億円、
　　営業利益は4億円増益の10億円を計上。
　・受注残高は､前期末比36億円増加の159億円。

平成20年11月7日

当第2四半期末前期末

　・仲介取扱高は3,254件、840億円。

増減前第2四半期 当第2四半期
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　＜自己資本の増強＞

　　　　毀損した自己資本を回復し、財務体質を改善するため、

　　　　オリックスと自己資本の増強策を協議してきた結果、

　　　　下記のとおり同社を引受先とする優先株式の発行を行うもの。

　　　　　　第7種優先株式　････　発行総額100億円

　　　　　  払込期日　     ････  平成21年3月下旬予定

16%超

  ＜今後の経営方針＞

　　　当社は、平成17年3月期に、「フローとストックの両輪経営」を目指した3ヵ年の「事業再生計画」

　　を策定いたしました。平成19年3月期決算において同計画の利益目標を1年前倒しで達成したことを

　　受け、新たに「新3ヵ年計画（平成20年3月期～平成22年3月期）」を策定して、「収益と事業規模の

　　拡大を同時に実現する成長3ヵ年」と位置付け事業を進めてまいりました。

　　　しかしながら、当社グループの収益構造においてマンション分譲事業の比重が相対的に高かった

　　ことがこの度の大幅損失計上を招く要因のひとつであったと認識しております。

　　　よって、この厳しい事業環境に対応し、さらに中長期的な経営基盤の強化を図るために、以下を

　　骨子とする経営方針を策定いたしました。

　　 フロー事業
　　　　現在の厳しい事業環境が当面続くことを想定し、
　　　　　　◇フロー事業の中心であるマンション分譲事業の規模を、市場規模に合わせて段階的に縮小
　　　　　　◇固定費削減、広告宣伝費圧縮など大幅な合理化、営業生産性向上により収益力を強化

　　　　①扶桑レクセルの合併
　　　　　　　重複業務の統合等の合理化および運営体制のスリム化により、首都圏における事業推進
　　　　　　　体制を強化

　　　　②マンション分譲事業のエリアポートフォリオの見直し
　　　　　　　首都圏、中部圏、近畿圏の３大都市圏を一層強化し、業務の合理化、効率化を推進

　　　　③ノンアセットビジネスの強化
　　　　　　　当社グループの営業力を活用したビジネスとして、他社物件の販売受託や共同事業物件の
　　　　　　　販売代理など、市況・環境変化に柔軟に対応できる事業を強化

　　　　④住宅特化型REIT事業の中止

　　　ストック事業
　　　　　マンション管理業界最大手の大京アステージを核に、M&Aも視野に入れつつフロー事業に匹敵する
　　　　　規模まで拡大。この安定収益を基盤にフローとストックの各事業のバランスをとりつつ成長を図る

　　　　①マンション管理事業の拡大
　　　　　　　他社分譲物件の管理受託営業の強化、M&Aも視野に入れた管理事業規模の拡大を図ると同時に、
　　　　　　　大規模修繕工事の受注規模拡大により収益力を強化

　　　　②既存顧客向けビジネスの拡大
　　　　　　　マンション居住者向けビジネスとして、リフォーム、物販、その他サービス事業に加え、
　　　　　　　マンション内コンシェルジュサービス事業など、グループのリソースを活用した事業を強化

　　　　③不動産流通事業の強化
　　　　　　　当面は不採算店舗の見直し等の収益回復を最優先課題とするが、中長期的には有望事業である
　　　　　　　ことから、フィービジネスの柱と位置づけ、人材育成などの体制を強化

　　　市況の先行きは依然不透明で決して楽観できない状況ですが、上記の施策を推進することで
　　　次期においては連結経常利益ベースでの黒字化を目指します。

　　市場環境の変化に柔軟に対応できるビジネスモデルの構築
　　　　　　　　～「フローとストックの両輪経営」の実現～

億円
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