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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３四半期連結
累計期間

第31期
第３四半期連結
会計期間

第30期

会計期間

自平成20年
６月１日
至平成21年
２月28日

自平成20年
12月１日
至平成21年
２月28日

自平成19年
６月１日
至平成20年
５月31日

売上高（千円） 5,622,7192,481,1675,577,548

経常利益（千円） 490,326 300,339 102,237

四半期（当期）純利益（千円） 283,154 236,906 15,070

純資産額（千円） ― 7,171,9447,058,509

総資産額（千円） ― 14,591,66713,338,593

１株当たり純資産額（円） ― 138,993.86136,795.47

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 5,487.604,591.29 292.07

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（％） ― 49.2 52.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△597,358 ― △1,222,711

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△201,148 ― 272,039

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
849,667 ― 278,535

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） ― 1,257,2701,206,210

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３四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３四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21年２月28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３四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21年２月28日現在

従業員数（人） 27 (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３四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３四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12月１日～平成21年２月28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 45,461 ― 22,882 　― 22,730 　― 45,614 　―

建築

事業

建築工事 10,001 ― 8,921 　― 17,832 　― 1,090 　―

型枠工事 85,369 ― 42,518 　― 62,791 　― 65,096 　―

合計 95,370 ― 51,440 　― 80,623 　― 66,187 　―

　（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３四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 14,733 ― 27,431 　― 22,069 　― 20,095 　―

型枠工事 222,850―  　　 28,558 　― 77,308 　― 174,100 　―

合計 237,583―  　　 55,989 　― 99,377 　― 194,195 　―

　（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３四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12月１日～平成21年２月28日）

金額（千円） 前年同期比（％） 売上比（％）

開発事業

分譲マンション 92,236 － 3.7

戸建分譲住宅 43,523 － 1.8

計 135,759 － 5.5

建築事業

建築工事 22,069 － 0.9

型枠工事 77,308 － 3.1

計 99,377 － 4.0

不動産販売事業 1,656,469 － 66.8

ホテル事業 471,801 － 19.0

その他事業 117,758 － 4.7

合計 2,481,167 － 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 ― 8 ― ―  8 ―  8

BD越谷南町 (5)　20　　 2 18 4　　 4  21  2  19

BF鎌ヶ谷５期　 3 ― 3 ― ―  3 ―  3

BF藤代桜ヶ丘Ｎｅｘｔ2期2次 1 ― 1 ― ―  1 ―  1

BF泉ビレジ６期　 4 1 3 1 2  2  －  2

アベニュー佐久平 3 ― 3 ― ―  3 ―  3

BF藤代桜ヶ丘Ｎｅｘｔ2期3次 2 ― 2 ― ―  2 ―  2

合計 (5)　41 3 38 5 6  40  2  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３四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 77 (123) 77 1 76 ― 4 4  73  72

アヴェニュー佐久平 160 (218)160 ― 160 ― 1 1  159  159

ダイアパレス我孫子船戸 17　(32) 17 2 15 ― 10 7  10  5

グーディッシュ松戸八柱 17  (48)　 17 6 11 ― 11 14  3 ―

ダイアパレス東川口 19  (32) 19 5 14 12 12 13  18  14

ダイアパレス大宮宮原 14  (39) 14 8 6 14 16 16  12  4

ダイアパレス白岡 34  (34) ― ― ― 34 30 22 12 4

ＢＤ習志野台 20  (84) ― ― ― 20 3 ― 20 17

ルネ府中是政 26  (26) ― ― ― 26 4     ― 26 22

その他　 18 (102) 18 1 17 ― 1 2  16  16

合計 402 (738)322 23 299 106 92 79  349  313

  （注）　上記表の「ＢＤ」はベルドゥムールの略称であります。

　        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】

　連結子会社トータル情報センター株式会社は平成21年１月13日に、裏磐梯猫魔ホテルの運営に関して、株式会社星野

リゾートと「基本合意書」を締結しました。この合意内容は、以下のとおりです。

 （1）宿泊プランの提携販売

　株式会社星野リゾートは、アルツ磐梯リゾート及び裏磐梯猫魔スキー場を所有・運営し、同エリアにおける施設

拡充を進めているため、スキーシーズンにおける宿泊プランの提携販売を行う。

 （2）予約機能の強化

  株式会社星野リゾートのグループ営業による旅行代理店との繋がりを活用し、統合予約機能の導入を行う。  

 （3）サービスの安定化

  株式会社星野リゾートが有する運営ノウハウをホテルスタッフに再教育させることにより、サービスの安定化

を図る。   

 （4）経営効率の向上

  株式会社星野リゾートの運営システムを導入することにより、経営効率の向上を図る。   

  なお、トータル情報センター株式会社の100％子会社であるネコマホテル株式会社は、裏磐梯猫魔ホテルの運営に携

わる人材の管理を行っている会社であり、今回の業務提携にあたり組織の効率化を図るため、株式会社星野リゾート

に同社株式を譲渡することにしました。

  平成21年３月31日に、上記基本合意書に基づき株式会社星野リゾートとの業務提携契約書を締結し、上記株式を譲

渡しております。また、平成21年４月１日より上記契約書に基づき、業務提携を開始しております。

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

(１) 経営成績の分析

     当第３四半期連結会計期間(平成20年12月１日～平成21年２月28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極め

て大幅に減速するなど、景気が急速に悪化しております。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、資金繰りの悪化による一部の不動産

会社の破綻に繋がるなど、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３四半期連結会計期間における売上高は2,481百万円、営業利益は357百万円、経常利益は300百万円、四半期

純利益は236百万円となりました。

　   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売上高が

135百万円、営業損失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、受注の慎重な検討と事業収益を重視しておりましたが、前述した経済環境の悪化のた

め新規の建築案件が減少したことにより売上高が99百万円、営業損失4百万円となりました。

   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が市場に受け

入れられたことにより売上高が1,656百万円、営業利益305百万円となりました。

   ④ホテル事業

　ホテル事業におきましては、計画どおり集客が増加したことにより売上高が477百万円、営業利益25百万円となり

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、売上高が255百万円、営業利益46百万円となりまし

た。
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　  (２) 財政状態の分析　

　　　　 当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,253百万円増加し、14,591百万円となりました。これ

は、主に販売用不動産が776百万円、土地296百万円増加したことによるものであります。また、負債は連結会計年度

末に比べ1,139百万円増加し、7,419百万円となりました。これは、主に短期借入金が882百万円、長期借入金が121百

万円増加したことによるものであります。なお、純資産は113百万円減少して7,171百万円となり、自己資本比率は

49.2％（前連結会計期間末52.9%）となりました。

(３) キャッシュ・フローの状況　

　　　　 当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主力事業である再販物件の

仕入れによるたな卸資産の増加等により、1,257百万円となりました。　

  当第３四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減少は、207百万円となりました。これは主に税金等調整前第３四半期純利益が287百万円

あったものの不動産販売事業に傾注するためにたな卸資産が471百万円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、42百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

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、12百万円となりました。これは不動産販売事業に伴う長期借入金の収入額が、短

期借入金の純減少額を上回ったことによるものです。

　　(４) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　　 当第３四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３四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３四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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年２月28日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年４月13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12月１日

～平成21年２月28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３四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21年２月28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３四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11月30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21年２月28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 12月
平成21年
１月

２月

最高（円） 69,50065,40051,10047,50042,80044,90044,75051,50050,300

最低（円） 40,65049,60039,60037,00033,00037,95036,20044,10045,200

　（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３四半期連結会計期間（平成20年12月１日から平

成21年２月28日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成21年２月28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３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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
 2,153,470

※2
 2,093,510

受取手形及び売掛金 104,691 63,087

販売用不動産 ※2
 3,842,676 3,065,706

仕掛販売用不動産 ※2
 2,301,597 2,305,860

貯蔵品 91,904 65,907

繰延税金資産 4,976 142,312

その他 163,310 116,898

貸倒引当金 △486 △747

流動資産合計 8,662,140 7,852,538

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2
 2,182,548

※2
 1,993,291

車両運搬具（純額） 12,975 14,363

土地 ※2
 2,597,700

※2
 2,301,408

建設仮勘定 110 83,715

その他（純額） 26,093 28,546

有形固定資産合計 ※1
 4,819,428

※1
 4,421,325

無形固定資産 3,434 4,273

投資その他の資産

投資有価証券 373,402 452,155

長期貸付金 125,384 124,064

繰延税金資産 389,644 357,027

その他 238,116 140,892

貸倒引当金 △19,884 △13,683

投資その他の資産合計 1,106,663 1,060,456

固定資産合計 5,929,527 5,486,055

資産合計 14,591,667 13,338,593

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※5
 186,719 164,312

短期借入金 4,347,454 3,464,804

未払法人税等 27,875 7,884

完成工事補償引当金 562 1,148

賞与引当金 11,100 －

その他 332,522 283,263

流動負債合計 4,906,233 3,921,412

固定負債

長期借入金 1,812,295 1,690,482
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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)

役員退職慰労引当金 411,046 432,049

退職給付引当金 50,186 54,419

その他の引当金 173,286 97,965

その他 66,675 83,754

固定負債合計 2,513,489 2,358,671

負債合計 7,419,723 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 4,005,769 3,877,411

自己株式 △88,818 △88,818

株主資本合計 7,181,791 7,053,433

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △9,847 5,075

評価・換算差額等合計 △9,847 5,075

純資産合計 7,171,944 7,058,509

負債純資産合計 14,591,667 13,338,593
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成21年２月28日)

売上高 5,622,719

売上原価 3,554,370

売上総利益 2,068,348

販売費及び一般管理費 ※
 1,491,192

営業利益 577,156

営業外収益

受取利息 16,377

受取配当金 1,106

受取賃貸料 54,182

受取手数料 28,471

その他 19,190

営業外収益合計 119,328

営業外費用

支払利息 112,696

投資事業組合運用損 30,316

その他 63,145

営業外費用合計 206,158

経常利益 490,326

特別利益

固定資産売却益 1,105

その他 828

特別利益合計 1,933

特別損失

固定資産除却損 103

固定資産売却損 13,016

構築物移設費用 55,857

特別損失合計 68,977

税金等調整前四半期純利益 423,283

法人税、住民税及び事業税 25,292

法人税等調整額 114,835

法人税等合計 140,128

四半期純利益 283,154

EDINET提出書類

リベレステ株式会社(E03989)

四半期報告書

14/25



【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年12月１日
　至　平成21年２月28日)

売上高 2,481,167

売上原価 1,505,015

売上総利益 976,151

販売費及び一般管理費 ※
 618,993

営業利益 357,158

営業外収益

受取利息 2,145

受取手数料 12,330

その他 7,620

営業外収益合計 22,096

営業外費用

支払利息 38,281

投資事業組合運用損 19,943

その他 20,689

営業外費用合計 78,915

経常利益 300,339

特別利益

貸倒引当金戻入額 156

特別利益合計 156

特別損失

固定資産売却損 13,003

特別損失合計 13,003

税金等調整前四半期純利益 287,491

法人税、住民税及び事業税 23,188

法人税等調整額 27,397

法人税等合計 50,585

四半期純利益 236,906
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成21年２月28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 423,283

減価償却費 115,457

無形固定資産償却費 839

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,233

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21,003

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △585

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,939

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,100

その他の引当金の増減額（△は減少） 75,320

受取利息及び受取配当金 △17,483

支払利息 112,696

為替差損益（△は益） 1,883

投資事業組合運用損益（△は益） 30,768

有形固定資産売却損益（△は益） 11,911

有形固定資産除却損 56

売上債権の増減額（△は増加） △41,603

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,205,187

その他の流動資産の増減額（△は増加） △47,189

仕入債務の増減額（△は減少） 22,407

その他の流動負債の増減額（△は減少） 49,258

その他の固定負債の増減額（△は減少） △17,079

小計 △493,444

利息及び配当金の受取額 17,868

利息の支払額 △116,480

法人税等の支払額 △5,302

営業活動によるキャッシュ・フロー △597,358

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 △891,400

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 △116,344

有形固定資産の売却による収入 7,099

投資事業組合からの分配による収入 20,799

貸付けによる支出 △159,455

貸付金の回収による収入 162,575

出資金の払込による支出 △100,000

出資金の回収による収入 710

その他 △7,734

投資活動によるキャッシュ・フロー △201,248

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） 801,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △96,536

配当金の支払額 △154,797

財務活動によるキャッシュ・フロー 849,667
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年６月１日
　至　平成21年２月28日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 51,059

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 ※
 1,257,270
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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３四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28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たな卸資産については、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、賃貸借取引に係る方法に準

じた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３四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３四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28日）

１ たな卸資産の評価方法

 

 

 

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 

 

 

 

３ 固定資産の減価償却費の算定方法

 

　たな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。

  固定資産の当連結会計年度下半期の減価償却費の算定方法は、下半期中の取得

・売却及び除却等の見積りを考慮した予算を作成しているため、当該予算に基づ

く下半期償却予算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３四半期連結会計期間末
（平成21年２月28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 1,204,205千円 ※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 732,500千円

開発用不動産 1,675,249千円

一般不動産 632,729千円

建物及び構築物 1,563,530千円

土地 1,459,088千円

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） 510,941千円 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 6,250千円 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 22,823千円  

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28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 122,830千円

販売促進費 277,676千円

広告宣伝費 38,213千円

役員報酬 72,105千円

給料手当 86,059千円

減価償却費 107,891千円

水道光熱費 131,650千円

賞与引当金繰入額 9,000千円
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28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 92,197千円

販売促進費 140,389千円

広告宣伝費 10,560千円

役員報酬 23,632千円

給料手当 28,932千円

減価償却費 36,816千円

水道光熱費 40,092千円

賞与引当金繰入額 9,000千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28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21年２月28日現在）

 （千円）

　現金及び預金勘定 2,153,470

　預入れ期間が３ヶ月を超える定期預金 △896,200

　現金及び現金同等物 1,257,270
 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年２月28日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　

平成21年２月28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３四半期連結会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21年２月28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

135,75999,3771,656,469471,801117,7582,481,167    ― 2,481,167

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

    ―     ―     ― 5,451137,881143,333(143,333)    ―

計 135,75999,3771,656,469477,253255,6402,624,500(143,333)2,481,167

営業利益又は営業

損失（△）
△9,842△4,252305,33525,88646,122363,249(6,091)　 357,158

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年６月１日　至　平成21年２月28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

481,143430,8683,177,5581,195,525337,6235,622,719    ― 5,622,719

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

    ―     ―     ― 5,451220,985226,436(226,436)    ―

計 481,143430,8683,177,5581,200,976558,6085,849,156(226,436)5,622,719

営業利益又は営業

損失（△）
723△18,990566,997△49,43588,618587,913(10,756)577,156

　（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３四半期連結会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21年２月28日）及び当第３四半期連結累計期間（自

　平成20年６月１日　至　平成21年２月28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３四半期連結会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21年２月28日）及び当第３四半期連結累計期間（自

　平成20年６月１日　至　平成21年２月28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３四半期連結会計期間末
（平成21年２月28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 138,993.86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３四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日）

１株当たり四半期純利益金額 5,487.60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 4,591.29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３四半期連結累計期間
（自　平成20年６月１日
至　平成21年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日）

四半期純利益（千円） 283,154 236,906

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） 283,154 236,906

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４月13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３四半期連結会計期間（平成20年12月１日から平成21

年２月28日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年６月１日から平成21年２月28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21年２月28日現在の財政状態、

同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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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