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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第31期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第30期

会計期間

自平成20年
６月１日
至平成20年
８月31日

自平成19年
６月１日
至平成20年
５月31日

売上高（千円） 958,254 5,577,548

経常利益又は経常損失(△)

（千円）
△80,123 102,237

四半期純損失(△)又は当期純利益

（千円）
△75,474 15,070

純資産額（千円） 6,817,266 7,058,509

総資産額（千円） 14,793,865 13,338,593

１株当たり純資産額（円） 132,120.12 136,795.47

１株当たり四半期純損失金額(△)

又は当期純利益金額（円）
△1,462.71 292.07

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
― ―

自己資本比率（％） 46.1 52.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,281,938 △1,222,711

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△198,455 272,039

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,261,002 278,535

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
986,819 1,206,210

従業員数（人） 34 37

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。　　　　

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年８月31日現在

従業員数（人） 34 (2)

　（注）　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。

　

(2）提出会社の状況

　 平成20年８月31日現在

従業員数（人） 30 (2)

　（注）　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（平成20年６月１日～平成20年８月31日）施工高

　

前期末残施工高 当四半期施工高 当四半期完成施工高 当四半期末残施工高

金額（千円） 前期比（％） 金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

開発事業 1,239 1.4 74,188 　― 　― 　― 75,427 　―

建築

事業

建築工事 2,094 9.5 164,940 　― 7,234 　― 159,800 　―

型枠工事 26,884 25.3 40,399 　― 5,319 　― 61,964 　―

合計 28,978 22.6 205,340 　― 12,554 　― 221,764 　―

　（注）　当項目に該当する当社の生産実績は、開発事業、建築事業であります。

　

(2）受注状況

　当第１四半期連結会計期間の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

前期末残受注高 当四半期受注高 当四半期完成工事高 当四半期末残受注高

金額（千円） 前期比（％） 金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

金額（千円）
前年同期比
（％）

建築

事業

建築工事 246,900 263.3 11,721 　― 12,117 　― 246,503 　―

型枠工事 170,500 59.5 31,736 　― 7,736 　― 194,500 　―

合計 417,400 109.8 43,457 　― 19,853 　― 441,003 　―

　（注）　当項目に該当する当社の受注状況は、建築事業のみであります。

　

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

項目
（平成20年６月１日～平成20年８月31日）

金額（千円） 前年同期比（％） 売上比（％）

開発事業

分譲マンション 59,548 － 6.2

戸建分譲住宅 123,610 － 12.9

計 183,158 － 19.1

建築事業

建築工事 12,117 － 1.3

型枠工事 7,736 － 0.8

計 19,853 － 2.1

不動産販売事業 376,484 － 39.3

ホテル事業 299,769 － 31.3

その他事業 78,987 － 8.2

合計 958,254 － 100.0

　

EDINET提出書類

リベレステ株式会社(E03989)

四半期報告書

 4/22



開発事業物件別契約状況

物件名
前期末戸数（戸） 当四半期（戸） 当四半期末戸数（戸）

未引渡 契約済 未契約 契約 引渡 未引渡 契約済 未契約

BDランドマーク秋田 9 1 8 1 1 8 1 7

BD越谷南町 15 1 14 1 1 14 1 13

BF鎌ヶ谷３期 1 0 1 0 0 1 0 1

BF鎌ヶ谷５期　 3 0 3 0 0 3 0 3

BF藤代桜ヶ丘Ｎｅｘｔ2期2次 1 0 1 0 0 1 0 1

BF泉ビレジ５期　 5 2 3 3 5 ― ― ―

BF泉ビレジ６期　 ― ― ― 2 0 6 2 4

アベニュー佐久平 4 0 4 1 1 3 0 3

合計 38 4 34 8 8 36 4 32

　（注）　上記表の「ＢＤ」はベルドゥムール、「ＢＦ」はベルフルーブの略称であります。

　

 　　　 不動産販売事業の販売物件契約状況

物件名
前期末戸数（戸） 当四半期（戸）

当四半期末戸数
（戸）

供給戸数 未引渡 契約済　 未契約 販売開始 契約　 引渡 未引渡 未契約

サーム千歳ドミニオW６   82 (123) 82 1 81 ― 2 2 80 79

アヴェニュー佐久平  161 (218) 161 0 161 ― 0 0 161 161

シーズガーデン八王子    5  (10)　 5 2 3 ― 1 3 2 2

ダイアパレス我孫子船戸 　20　(32) ― ― ― 20 12 4 16 8

グーディッシュ松戸八柱   20  (39)　 ― ― ― 20 5 0 20 15

その他　 　 5  (12) 5 0 5 19 8 7 17 16

合計  293 (434) 253 3 250 59 28 16 296 281

  （注）　販売戸数欄内の（　）内書きは、総戸数であります。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

(１) 経営成績の分析

     当第１四半期における我が国経済は、企業収益環境の悪化や原油を始めとする諸物価の上昇により設備投資や

個人消費といった指標について弱含んでおります。また、米国経済の減速、世界の金融市場の混乱といった世界経

済の状況が国内の景気動向に影響を与えており、国内経済は減速の動きを広げつつあり、経済全体としても弱含ん

だ状況と考えられます。なお、原油価格の高騰に伴うインフレ懸念や米国の金融機関の経営問題により、企業収益

は弱含んでおり、景気がさらに下振れするリスクが存在することに留意する必要があります。

  当不動産業界におきましては、急激な信用収縮により、金融機関の融資が厳しくなっております。このため不動

産市況においても価格の下落を伴って不動産取引全体に影響が波及しており、これまでの流動化事業を中心とし

た成長一辺倒の戦略から在庫圧縮による財政健全化へのシフトが急務であります。

　このような環境に対処するため堅実な経営の下、健全な財務状況を維持し、同業他社からの新築在庫物件を積極

的に取得して、実体経済に沿った低廉な価格で販売することで、新たな需要を掘り起こし、かつ、回転を利かせ、売

上高及び利益を確保する方針です。また、今後も経営環境の変動、市場の変化に的確に対応し、経営の効率化、収益

力の強化を図ってまいります。        　　　　　　 

　当第１四半期(平成20年６月１日～平成20年８月31日)における売上高は958百万円、営業損失は58百万円、経常損

失は80百万円、四半期純損失は75百万円となりました。

　なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

①開発事業

　開発事業におきましては、新規のマンション分譲開発を抑制し既存物件の販売のみを行ったことにより、計画通

り売上高が183百万円、営業利益9百万円となりました。

②建築事業

　建築事業におきましては、慎重な受注と事業収益を重視しておりましたが、資材関連の大幅な高騰により受注案

件の着工が遅れていることが影響し、売上高が19百万円、営業損失22百万円となりました。なお、現状において建築

事業に係る通期計画に変更はありません。

③不動産販売事業

　不動産販売事業におきましては、業界環境に対応し仕入を中心に活動を行ってまいりました。このため当第一四

半期における営業キャッシュ・フローの棚卸資産は1,454百万円の増加となっております。ただし、当第一四半期に

おいては計画上期首に仕入れる予定だった物件が仕入先の理由により、仕入のタイムスケジュールがずれたこと

により販売の時期もずれ込んだために、売上高が376百万円、営業利益16百万円となりました。

④ホテル事業

　ホテル事業におきましては、当第１四半期が４月～６月であり年間を通して一番集客が落ちる時期であります。

従いまして計画通り前期比に対して集客は確保できたものの、売上高299百万円、営業損失64百万円となりました。

⑤その他事業

　その他事業におきましては、賃貸管理及び建築資材を中心に、売上高78百万円、営業損失5百万円となりました。

　  (２) 財政状態の分析　

　　　　 当第１四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,455百万円増加し、14,793百万円となりました。また、 純

資産は、6,817百万円となり、自己資本比率は46.1％となりました。

(３) キャッシュ・フローの状況　

　　　　 当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主力事業である土地仕入れによる棚卸資産

増加等により前連結会計年度末に比べ219百万円減少し、986百万円となりました。　

  当第１四半期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とおりであります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

  営業活動による資金の減少は、1,281百万円となりました。これは主に不動産販売事業に傾注するために棚卸資産

が増加したことによるものです。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

  投資活動による資金の減少は、198百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得及び貸付金の増加によ

るものです。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

  財務活動による資金の増加は、1,261百万円となりました。これは短期借入金の純増加額が、長期借入金の返済及

び配当金の支払額を上回ったことによるものです。

　　(３) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　　 当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　　(４) 研究開発活動

EDINET提出書類

リベレステ株式会社(E03989)

四半期報告書

 6/22



　　　　 該当事項はありません。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000

計 80,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年10月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 53,440 53,440 ジャスダック証券取引所 ―

計 53,440 53,440 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

　平成20年６月１日

～平成20年８月31日
― 53,440 ― 1,646,765 ― 1,618,075

　

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － 　－

議決権制限株式（自己株式等） － － 　－

議決権制限株式（その他） － － 　－

完全議決権株式（自己株式等）
　（自己保有株式）

　　普通株式　 1,841
－ 　－

完全議決権株式（その他）  　普通株式　51,599 51,599 　－

端株 　－ － 　－

発行済株式総数 53,440 － －

総株主の議決権 － 51,599 －

　（注）　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年５月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　

②【自己株式等】

　 平成20年８月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　（自己保有株式）

　リベレステ株式会社

　埼玉県草加市金明町389

番地１
1,841 － 1,841 3.44

計 － 1,841 － 1,841 3.44

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
６月

７月 ８月

最高（円） 69,500 65,400 51,100

最低（円） 40,650 49,600 39,600

　（注）　最高・最低株価はジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。　
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平

成20年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、創研合同監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 1,876,419

※2
 2,093,510

受取手形及び売掛金 74,549 63,087

販売用不動産 ※2
 4,272,877

※2
 3,065,706

仕掛販売用不動産 ※2
 2,543,018

※2
 2,305,860

貯蔵品 76,146 65,907

繰延税金資産 148,391 142,312

その他 329,062 116,898

貸倒引当金 △1,601 △747

流動資産合計 9,318,864 7,852,538

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2
 2,024,965

※2
 1,993,291

車両運搬具（純額） 13,922 14,363

土地 ※2
 2,301,408

※2
 2,301,408

建設仮勘定 70,000 83,715

その他（純額） 30,336 28,546

有形固定資産合計 ※1
 4,440,633

※1
 4,421,325

無形固定資産 4,194 4,273

投資その他の資産

投資有価証券 417,808 452,155

長期貸付金 123,860 124,064

繰延税金資産 361,337 357,027

その他 141,745 140,892

貸倒引当金 △14,577 △13,683

投資その他の資産合計 1,030,174 1,060,456

固定資産合計 5,475,001 5,486,055

資産合計 14,793,865 13,338,593

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 326,690 164,312

短期借入金 4,880,603 3,464,804

未払法人税等 2,697 7,884

完成工事補償引当金 32 1,148

その他 410,077 283,263

流動負債合計 5,620,100 3,921,412

固定負債

長期借入金 1,690,482 1,690,482

役員退職慰労引当金 432,049 432,049
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年５月31日)

退職給付引当金 55,588 54,419

その他の引当金 89,061 97,965

その他 89,317 83,754

固定負債合計 2,356,499 2,358,671

負債合計 7,976,599 6,280,083

純資産の部

株主資本

資本金 1,646,765 1,646,765

資本剰余金 1,618,075 1,618,075

利益剰余金 3,647,140 3,877,411

自己株式 △88,818 △88,818

株主資本合計 6,823,162 7,053,433

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,896 5,075

評価・換算差額等合計 △5,896 5,075

純資産合計 6,817,266 7,058,509

負債純資産合計 14,793,865 13,338,593
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年８月31日)

売上高 958,254

売上原価 617,883

売上総利益 340,370

販売費及び一般管理費 ※
 398,652

営業損失（△） △58,282

営業外収益

受取利息 7,836

受取配当金 971

その他 32,995

営業外収益合計 41,803

営業外費用

支払利息 36,978

投資事業組合運用損 9,180

その他 17,486

営業外費用合計 63,645

経常損失（△） △80,123

特別利益

固定資産売却益 1,105

その他 1,367

特別利益合計 2,472

特別損失

固定資産売却損 12

特別損失合計 12

税金等調整前四半期純損失（△） △77,663

法人税、住民税及び事業税 762

法人税等調整額 △2,951

法人税等合計 △2,189

四半期純損失（△） △75,474
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年８月31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損失（△） △77,663

減価償却費 33,402

無形固定資産償却費 79

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,169

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,115

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,748

受取利息及び受取配当金 △7,836

支払利息 36,978

為替差損益（△は益） △1,417

投資事業組合運用損益（△は益） 9,365

有形固定資産売却損益（△は益） 441

売上債権の増減額（△は増加） △11,462

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,454,567

その他の流動資産の増減額（△は増加） △57,817

仕入債務の増減額（△は減少） 162,377

その他の流動負債の増減額（△は減少） 124,764

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,341

小計 △1,244,894

利息及び配当金の受取額 7,021

利息の支払額 △38,115

法人税等の支払額 △5,949

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,281,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △889,600

定期預金の払戻による収入 887,300

有形固定資産の取得による支出 △53,151

貸付けによる支出 △152,400

貸付金の回収による収入 2,522

その他 6,873

投資活動によるキャッシュ・フロー △198,455

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） 1,452,000

長期借入金の返済による支出 △36,201

配当金の支払額 △154,797

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,261,002

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △219,391

現金及び現金同等物の期首残高 1,206,210

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 986,819
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

　会計処理基準に関する事項

の変更

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
   通常の販売目的で保有する棚卸資産につ

いては、従来、主として個別法による原価法

によっておりましたが、当第１四半期連結会

計期間より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月
５日）が適用されたことに伴い、主として個

別法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。

　なお、この変更による損益への影響はあり

ません。　

 (2)リース取引に関する会計基準の適用
　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、従来、賃貸借取引に係る会計処理

によっておりましたが、「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成
５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、
平成19年３月30日改正））及び「リース取
引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日
（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、

平成19年３月30日改正））が平成20年４月
１日以後開始する事業年度に係る四半期財

務諸表から適用することができることに

なったことに伴い、当第１四半期連結会計期

間から新規取得のリース資産についてこれ

らの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所有

権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。

　ただし、当第１四半期は新規取得のリース

資産がないため、この変更により損益に与え

る影響はありません。

　なお、リース取引開始日がリース会計基準

適用初年度開始日前の所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、引き続き通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を適用しております。

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

　固定資産の減価償却費の算

定方法

　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等

の見積りを考慮した予算を策定しているた

め、当該予算に基づく年間償却予定額を期

間按分して算定しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度末
（平成20年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　1,124,712千円

※２　担保資産

　　　担保に供されている資産で、事業の運営において重　　要

なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著

しい変動が認められるものは、次のとおりであります。

　　　定期預金               　　　　   732,500千円

　　　 開発用不動産　　　　　　　　　　1,029,111千円

　　　 一般不動産　　　　　　　　　　　　940,551千円　

　　　 建物及び構築物　　　　　　　　　1,348,420千円

　　　 土地　　　　　　　　　　　　　　　785,959千円

　 ３　保証債務

　　　 物件購入者（156人）　　　　　　 　529,750千円

　 ４　手形裏書譲渡高

　　　 受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　　6,960千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　1,101,896千円

※２　担保資産

　

 

 

 

　　　定期預金　　　　　　　　　　　　　582,500千円

　　　 建物及び構築物　    　　　　    1,350,741千円

　　　 土地　              　　　　      785,959千円

　

　

　 ３　保証債務

　     物件購入者（160人）　　　　　　 　543,318千円

　 ４　手形裏書譲渡高

　　　 受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　　3,180千円

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

　次のとおりであります。

　　　販売手数料　　　　　　　　　　21,090千円

　　　 販売促進費　　　　　　　　　　48,083千円

　　　 広告宣伝費　　　　　　　　　　15,943千円

　　　 役員報酬　　　　　　　　　　　24,840千円

　　　 給料手当　　　　　　　　　　　28,404千円

　　　 減価償却費　　　　　　　　　　30,852千円

　　　 水道光熱費　　　　　　　　　　39,226千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年８月31日現在）

　 （千円）

　現金及び預金勘定 1,876,419

　預入れ期間が３ヶ月を超える定

期預金
△889,600

　現金及び現金同等物 986,819
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年８月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　

平成20年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　　53,440株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　 　　　1,841株

　

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

４．配当に関する事項

(１)　配当金支払額　

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年８月28日

定時株主総会
普通株式 154,797 3,000 平成20年５月31日 平成20年８月29日 　利益剰余金

(２)　基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発

生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの　

　　　該当事項はありません。

　

５．株主資本の金額の著しい変動に関する事項　

　　　　　　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）

　
開発事業
（千円）

建築事業
（千円）

不動産販売
事業 
（千円）

ホテル事業
 （千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は
全社（千
円）

連結
（千円）

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に

対する売

上高

183,158 19,853 376,484 299,769 78,987 958,254 ― 958,254

(2）セグメント

間の内部

売上高又

は振替高

― ― ― ― 5,369 5,369 (△5,369) ―

計 183,158 19,853 376,484 299,769 84,357 963,624 (△5,369) 958,254

営業利益又は営

業損失（△）
9,135 △22,130 16,359 △64,418 △5,193 △66,247 7,965 △58,282

　（注）１　事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主要な事業

(1）開発事業・・・・・・・・・・・・中高層住宅及び建売住宅の設計・施工及び分譲

(2）建築事業・・・・・・・・・・・・注文住宅及び型枠大工工事の施工

(3）不動産販売事業・・・・・・・・・不動産の販売

          (4）ホテル事業・・・・・・・・・・・ホテルの経営

 　　　　 (5）その他事業・・・・・・・・・・・賃貸住宅の仲介・管理及び不動産の売買仲介

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）　

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年８月31日）　

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度末
（平成20年５月31日）

１株当たり純資産額 132,120.12円 １株当たり純資産額 136,795.47円

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

１株当たり四半期純損失金額 △1,462.71円

　 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年８月31日）

四半期純損失（千円） △75,474

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る四半期純損失（千円） △75,474

期中平均株式数（株） 51,599

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

　

２【その他】

　 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年10月10日

リベレステ株式会社

取締役会　御中

創研合同監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 本間　寛　　　印

 業務執行社員  公認会計士 佐竹　邦彦　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているリベレステ株式会社

の平成20年６月１日から平成21年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成20

年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、リベレステ株式会社及び連結子会社の平成20年８月31日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期　報告

書提出会社)が別途保管しております。

　　　　２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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