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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２四半期連結
累計期間

第31期
第２四半期連結
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
11月30日

自平成20年
９月１日
至平成20年
11月30日

自平成19年
６月１日
至平成20年
５月31日

売上高（千円） 3,141,5522,183,2975,577,548

経常利益（千円） 189,828 269,951 102,237

四半期（当期）純利益（千円） 46,248 121,723 15,070

純資産額（千円） ― 6,939,1667,058,509

総資産額（千円） ― 14,372,41413,338,593

１株当たり純資産額（円） ― 134,482.57136,795.47

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 896.31 2,359.01 292.07

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（％） ― 48.3 52.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△389,607 ― △1,222,711

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△158,367 ― 272,039

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
837,501 ― 278,535

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） ― 1,495,7361,206,210

従業員数（人） ― 33 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２四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２四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11月30日現在

従業員数（人） 33 (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２四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11月30日現在

従業員数（人） 28 (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２四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２四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９月１日～平成20年11月30日）施工高

 
前四半期末残施工高 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 75,427 ― 56,369 　― 86,335 　― 45,461 　―

建築

事業

建築工事 159,800 ― 89,527 　― 239,326 　― 10,001 　―

型枠工事 61,964 ― 71,442 　― 48,037 　― 85,369 　―

合計 221,764 ― 160,969 　― 287,362 　― 95,370 　―

　（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２四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。

 
前四半期末残受注高 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 246,503 ― 26,030 　― 257,801 　― 14,733 　―

型枠工事 194,500―  　　 82,186 　― 53,835 　― 222,850 　―

合計 441,003―  　　 108,216 　― 311,636 　― 237,583 　―

　（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２四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９月１日～平成20年11月30日）

金額（千円） 前年同期比（％） 売上比（％）

開発事業

分譲マンション 91,304 － 4.2

戸建分譲住宅 70,921 － 3.2

計 162,225 － 7.4

建築事業

建築工事 257,801 － 11.8

型枠工事 53,835 － 2.4

計 311,636 － 14.2

不動産販売事業 1,144,603 － 52.4

ホテル事業 423,953 － 19.4

その他事業 140,877 － 6.4

合計 2,183,297 － 100.0

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております。
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開発事業物件別契約状況

物件名
前四半期末戸数（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 8 0 8     ―     ― 8     ― 8

BD越谷南町 (10) 14　　 1 13 5　　 4 20 2 18

BF鎌ヶ谷３期 1 0 1 1 1     ―     ―     ―

BF鎌ヶ谷５期　 3 0 3     ―     ― 3     ― 3

BF藤代桜ヶ丘Ｎｅｘｔ2期2次 1 0 1     ―     ― 1     ― 1

BF泉ビレジ６期　  6 2 4 1 2 4 1 3

アベニュー佐久平 3 0 3     ―     ― 3     ― 3

BF藤代桜ヶ丘Ｎｅｘｔ2期3次 (2) ―    ―     ―     ―     ― 2     ― 2

合計 (12) 36 3 33 7 7 41 3 38

　（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。

          販売戸数欄内の（　）内書きは、当第２四半期連結会計期間中に販売を開始した戸数であります。

 

 　　　 不動産販売事業の販売物件契約状況

物件名
前四半期末戸数（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)80 1 79     ― 3 3 77 76

アヴェニュー佐久平  161 (218)161 0 161    ― 1 1 160 160

シーズガーデン八王子
   5  (10)

　
2 0 2     ― 2 2     ―     ―

ダイアパレス我孫子船戸 　32　(32) 16 8 8 12 5 11 17 15

グーディッシュ松戸八柱
  48  (48)

　
20 5 15 28 32 31 17 11

ダイアパレス東川口   20  (32)― ― ― 20 6 1 19 14

ダイアパレス大宮宮原 　25  (39)    ―     ―     ― 25 19 11 14 6

その他　 　30 (102)17 1 16 6 5 5 18 17

合計  403 (604)296 15 281 91 73 65 322 299

  （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２四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２四半期連結会計期間(平成20年９月１日～平成20年11月30日)における我が国経済は、米国サブプライム

ローン問題を契機とした世界的な金融不安や円高による影響が、金融経済から実体経済に波及し企業収益が大幅

に減速するなど、景気が悪化しております。また、家計部門においても、雇用環境が急速に悪化するなど、消費者マ

インドの冷え込みは個人消費の伸び悩みに繋がっており、経済全体としてみると非常に厳しい状況にあると考え

られます。

　　 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２四半期連結会計期間における売上高は2,183百万円、営業利益は278百万円、経常利益は269百万円、四半期

純利益は121百万円となりました。

　   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、計画と

おり売上高が162百万円、営業利益1百万円となりました。

   ②建築事業

　建築事業におきましては、当第２四半期連結会計期間において完成工事が集中したことにより、売上高が311百万

円、営業利益7百万円となりました。

   ③不動産販売事業

　不動産販売事業におきましては、同業他社からの新築在庫物件を積極的に取得をして、低廉な価格で新たな需要

を掘り起こし、かつ、回転を活かした物件販売に戦略転換をしたことが実体経済に受け入れられたことにより、売

上高が1,144百万円、営業利益245百万円となりました。

   ④ホテル事業

　ホテル事業におきましては、計画とおり前期比に対して集客は確保できたものの、売上高423百万円、営業利益△

10百万円となりました。

   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218百万円、営業利益47百万円となりました。

　  (２) 財政状態の分析　

　　　　 当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,033百万円増加し、14,372百万円となりました。また、 

純資産は、6,939百万円となり、自己資本比率は48.3％となりました。
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(３) キャッシュ・フローの状況　

　　　　 当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、短期借入金の減少はありましたがそれを

上まわる棚卸資産の減少により、1,495百万円となりました。　

当第２四半期連結会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増加は、892百万円となりました。これは主に不動産販売事業の棚卸資産が販売により減

少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増加は、40百万円となりました。これは主に貸付金の回収によるものです。

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減少は、423百万円となりました。これは不動産販売事業に伴う短期借入金の減少による

ものです。

　　(４) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　　 当第２四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。

　　(５) 研究開発活動

　　　　 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２四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２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であっ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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年１月14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９月１日

～平成20年11月30日
― 53,440 ― 1,646,765 ― 1,618,075

 

 

（５）【大株主の状況】

 平成20年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社　ジュンプランニング 埼玉県草加市金明町389番地１ 17,140 32.07

リベレステ　株式会社 埼玉県草加市金明町389番地１ 1,841 3.44

株式会社　武蔵野銀行
埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目

10-8 
1,550 2.90

河合　信和 千葉県浦安市 1,300 2.43

株式会社　ジャフコ 東京都千代田区丸の内１丁目8-2 1,210 2.26

河合　純二 埼玉県越谷市 1,120 2.10

東京東信用金庫 東京都墨田区東向島２丁目36-10 1,001 1.87

リベレステ従業員持株会 埼玉県草加市金明町389番地１ 530 0.99

土屋　茂        東京都中央区 438 0.82

井上　要    東京都葛飾区 400 0.75

計 － 26,530 49.64
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成20年11月30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 －

　　

 

②【自己株式等】

 平成20年11月30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 ９月 10月 11月

最高（円） 69,50065,40051,10047,50042,80044,900

最低（円） 40,65049,60039,60037,00033,00037,950

　（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２四半期連結会計期間（平成20年９月１日から平

成20年11月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成20年11月30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２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30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
 2,388,636

※2
 2,093,510

受取手形及び売掛金 69,295 63,087

販売用不動産 ※2
 3,757,729 3,065,706

仕掛販売用不動産 ※2
 2,336,444 2,305,860

貯蔵品 77,483 65,907

繰延税金資産 62,287 142,312

その他 148,896 116,898

貸倒引当金 △645 △747

流動資産合計 8,840,128 7,852,538

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2
 2,082,044

※2
 1,993,291

車両運搬具（純額） 12,975 14,363

土地 ※2
 2,301,408

※2
 2,301,408

建設仮勘定 － 83,715

その他（純額） 26,093 28,546

有形固定資産合計 ※1
 4,422,522

※1
 4,421,325

無形固定資産 3,514 4,273

投資その他の資産

投資有価証券 400,570 452,155

長期貸付金 124,954 124,064

繰延税金資産 356,931 357,027

その他 240,906 140,892

貸倒引当金 △17,114 △13,683

投資その他の資産合計 1,106,249 1,060,456

固定資産合計 5,532,285 5,486,055

資産合計 14,372,414 13,338,593

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※5
 232,797 164,312

短期借入金 4,529,504 3,464,804

未払法人税等 6,549 7,884

完成工事補償引当金 402 1,148

その他 392,326 283,263

流動負債合計 5,161,580 3,921,412

固定負債

長期借入金 1,618,080 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２四半期連結会計期間末
(平成20年11月30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 57,940 54,419

その他の引当金 96,366 97,965

その他 67,230 83,754

固定負債合計 2,271,667 2,358,671

負債合計 7,433,247 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 3,768,863 3,877,411

自己株式 △88,818 △88,818

株主資本合計 6,944,885 7,053,433

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,719 5,075

評価・換算差額等合計 △5,719 5,075

純資産合計 6,939,166 7,058,509

負債純資産合計 14,372,414 13,338,593
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（２）【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）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年11月30日)

売上高 3,141,552

売上原価 2,049,514

売上総利益 1,092,037

販売費及び一般管理費 ※
 872,198

営業利益 219,838

営業外収益

受取利息 14,232

受取配当金 1,106

受取賃貸料 50,278

その他 32,486

営業外収益合計 98,104

営業外費用

支払利息 74,414

投資事業組合運用損 10,372

その他 43,328

営業外費用合計 128,114

経常利益 189,828

特別利益

固定資産売却益 1,105

その他 831

特別利益合計 1,936

特別損失

固定資産除却損 103

固定資産売却損 12

構築物移設費用 55,857

特別損失合計 55,973

税金等調整前四半期純利益 135,791

法人税、住民税及び事業税 2,104

法人税等調整額 87,437

法人税等合計 89,542

四半期純利益 46,248
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成20年11月30日)

売上高 2,183,297

売上原価 1,431,630

売上総利益 751,666

販売費及び一般管理費 ※
 473,545

営業利益 278,120

営業外収益

受取利息 6,396

受取配当金 135

受取賃貸料 27,188

その他 24,504

営業外収益合計 58,224

営業外費用

支払利息 37,435

投資事業組合運用損 1,192

その他 27,765

営業外費用合計 66,393

経常利益 269,951

特別損失

固定資産除却損 103

構築物移設費用 55,857

その他 536

特別損失合計 56,496

税金等調整前四半期純利益 213,455

法人税、住民税及び事業税 1,342

法人税等調整額 90,389

法人税等合計 91,732

四半期純利益 121,723
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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２四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成20年11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 135,791

減価償却費 76,091

無形固定資産償却費 759

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,521

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △745

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,328

受取利息及び受取配当金 △15,338

支払利息 74,414

為替差損益（△は益） 2,531

投資事業組合運用損益（△は益） 10,632

有形固定資産売却損益（△は益） △1,092

有形固定資産除却損 56

売上債権の増減額（△は増加） △6,207

たな卸資産の増減額（△は増加） △734,182

その他の流動資産の増減額（△は増加） △34,872

仕入債務の増減額（△は減少） 68,485

その他の流動負債の増減額（△は減少） 109,063

その他の固定負債の増減額（△は減少） △18,123

小計 △325,887

利息及び配当金の受取額 15,915

利息の支払額 △76,195

法人税等の支払額 △3,440

営業活動によるキャッシュ・フロー △389,607

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 △888,100

定期預金の払戻による収入 882,500

有形固定資産の取得による支出 △77,785

有形固定資産の売却による収入 1,533

投資事業組合からの分配による収入 20,044

貸付けによる支出 △156,400

貸付金の回収による収入 159,853

出資金の払込による支出 △100,000

その他 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △158,367

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） 1,064,700

長期借入金の返済による支出 △72,402

配当金の支払額 △154,797

財務活動によるキャッシュ・フロー 837,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 289,525

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 ※
 1,495,736
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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２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30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、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日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結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、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２四半期連結累計期間は新規取得のリース契約がないため、この変更によ

る損益への影響はありません。

　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。
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【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

１ 棚卸資産の評価方法

 

 

 

２ 法人税等並びに繰延税金資　産及

び繰延税金負債の算定方法 

 

　棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正

味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境

及び一時差異の発生状況等に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年

度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用しておりま

す。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年11月30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 1,167,171千円 ※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

　　　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。

※２　担保資産

 

定期預金 582,500千円

開発用不動産 1,549,822千円

一般不動産 1,410,631千円

建物及び構築物 1,481,575千円

土地 1,217,403千円

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 　 ３　保証債務

物件購入者（154人） 517,689千円 物件購入者（160人） 543,318千円

　 ４　手形裏書譲渡高 　 ４　手形裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 8,700千円 受取手形裏書譲渡高 3,180千円

※５　当四半期連結会計期間末満期日手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当四半期連結会計期間の末日が金融機関の休

日であったため、次の満期手形が当四半期連結会計

期間末残高に含まれております。

 ―――――

支払手形 14,264千円  

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30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 30,632千円

販売促進費 137,286千円

広告宣伝費 27,653千円

役員報酬 48,472千円

給料手当 57,126千円

減価償却費 71,074千円

水道光熱費 91,558千円
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当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30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 9,542千円

販売促進費 89,203千円

広告宣伝費 11,710千円

役員報酬 23,632千円

給料手当 28,722千円

減価償却費 40,222千円

水道光熱費 52,331千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30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11月30日現在）

 （千円）

　現金及び預金勘定 2,388,636

　預入れ期間が３ヶ月を超える定期預金 △892,900

　現金及び現金同等物 1,495,736
 

 

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　

平成20年11月30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２四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30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

162,225311,6361,144,603423,953140,8772,183,297    ― 2,183,297

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

    ―     ―     ―     ― 77,73477,734(△77,734)    ―

計 162,225311,6361,144,603423,953218,6112,261,031(△77,734)2,183,297

営業利益又は営業

損失（△）
1,429 7,232245,302△10,90347,689290,751△12,630278,120

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成20年11月30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

345,384331,4901,521,088723,723219,8643,141,552    ― 3,141,552

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

    ―     ―     ―     ― 83,10383,103(△83,103)    ―

計 345,384331,4901,521,088723,723302,9683,224,656(△83,103)3,141,552

営業利益又は営業

損失（△）
10,565△14,897261,662△75,32242,496224,503△4,664219,838

　（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２四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成20年６月１日　至　平成20年11月30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２四半期連結会計期間（自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成20年６月１日　至　平成20年11月30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２四半期連結会計期間末
（平成20年11月30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 134,482.57円 １株当たり純資産額 136,795.47円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 896.31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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 2,359.01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、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２四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成20年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成20年11月30日）

四半期純利益（千円） 46,248 121,723

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利益（千円） 46,248 121,723

期中平均株式数（株） 51,599 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21年１月14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２四半期連結会計期間（平成20年９月１日から平成20

年11月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成20年11月30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11月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

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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