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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32期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第31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21年
６月１日
至平成21年
８月31日

自平成20年
６月１日
至平成21年
５月31日

売上高（千円） 958,2543,181,7679,188,670

経常利益又は経常損失(△)

（千円）
△80,123 650,938 934,509

四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)（千円） △75,474 440,929 359,126

純資産額（千円） 6,817,2667,427,8837,241,177

総資産額（千円） 14,793,86513,203,17114,340,914

１株当たり純資産額（円） 132,120.12143,954.01140,335.62

１株当たり四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額(△)

（円）
△1,462.718,545.316,959.95

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 56.3 50.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,281,9381,602,561179,218

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△198,455 7,806 △184,592

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,261,002△1,541,721484,218

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 986,8191,753,7021,685,056

従業員数（人） 34 37 32

　（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．第31期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第32期第１四半期連結累計

（会計）期間及び第31期の潜在株式調整後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21年８月31日現在

従業員数（人） 37 (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21年８月31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21年６月１日～平成21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 9,136 737.0 81,060 109.3     ―     ― 90,196 119.6

建築

事業

建築工事     ―     ― 6,478 3.9 6,190 85.6 288 0.2

型枠工事 34,284 127.5 28,042 69.4 774 14.6 61,553 99.3

合計 34,284 118.3 34,521 16.8 6,964 55.5 61,841 27.9

　（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     ―     ― 12,620 107.7 8,776 72.4 3,843 1.6

型枠工事 139,800 82.0 71,662 225.8 2,582 33.4 208,880 107.4

合計 139,800 33.5 84,283 193.9 11,359 57.2 212,723 48.2

　（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21年６月１日～平成21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 193,522 325.0 6.1

戸建分譲住宅 45,725 37.0 1.4

計 239,247 130.6 7.5

建築事業

建築工事 8,776 72.4 0.3

型枠工事 2,582 33.4 0.1

計 11,359 57.2 0.4

不動産販売事業 2,552,639 678.0 80.2

ホテル事業 266,544 90.1 8.4

その他事業 111,976 135.1 3.5

合計 3,181,767 332.0 100.0
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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越谷南町 22 2 20 9 8 14 3 11

BF藤代桜ヶ丘Ｎｅｘｔ2期2次 1 0 1 0 0 1 0 1

BF藤代桜ヶ丘Ｎｅｘｔ2期3次 4 0 4 2 1 3 1 2

BF泉ビレジ６期　 1 1 0 0 1 ― ―     ―

BF泉ビレジ７期     ―     ―     ― 1 0 3 1 2

アヴェニュー佐久平 3 0 3 1 1 2 0 2

合計 31 3 28 13 11 23 5 18

　（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   68(123) 68 1 67 0 6 3 65 61

アヴェニュー佐久平  159(218)159 0 159 0 3 1 158 156

ダイアパレス東川口    6 (32) 6 3 3 0 1 4 2 2

グーディッシュ習志野台   31 (84) 31 11 20 0 20 31     ―     ―

プログハウス浦和常盤　    6 (14) 6 6 0 0 0 6     ―     ―

グラビスコート流山　 　 8 (11) 8 8 0 0 0 8     ―     ―

グランティオ平塚　 　28 (28)    ―     ―     ― 28 28 26 2 0

サンプラージュ湘南平塚　 　17 (17)    ―     ―     ― 17 17 14 3 0

ヴァンデュール西軽井沢 　58 (88)―　　　 ―　　　　　 ―　 58 39 32 26 19

その他　   27(138) 21 0 21 6 1 1 26 26

合計  408(753)299 29 270 109 115 126 282 264

  （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【事業等のリスク】

  当第１四半期連結会計期間において、新たに発生したリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

３【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。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１) 経営成績の分析

     当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、企業収益は大幅な減少が続いているもののそのテンポは緩

やかになっており、個人消費はこのところ持ち直しの動きが見られますが、雇用環境は一段と厳しさを増してお

り、世界的な金融危機の影響や世界景気の下振れ懸念など、景気を下押しするリスクがある状況となっておりま

す。

　   当不動産業界におきましても、分譲マンション市場の販売状況は低迷しており、物件価格の調整が一程度進んで

いることや住宅ローン減税の拡充を受け、モデルルームへの来場が増えるなど、足下で回復の兆しが見え始めてお

ります。しかし、本格的な市況の回復にはまだまだ時間を要するものと思われます。また、金融市場の信用収縮によ

り、特に不動産・建設業界に対する金融機関の融資が引き続き厳しく、資金繰りの悪化により不動産価格の一段の

下落に繋がるなど、当業界に大きな影響を与えております。

　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、引き続き不動産販売事業を中心に回

転を利かせ、また、都心部における仕掛不動産の取得を開始しており、来期以降の売上高及び利益を確保する方針

です。

　   なお、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１四半期連結会計期間における売上高は3,181百万円(前年同期比232.0%増)、営業利益は670百万円(前年同

期は58百万円の営業損失)、経常利益は650百万円(前年同期は80百万円の経常損失)、四半期純利益は440百万円(前

年同期は75百万円の四半期純損失)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、及び戸建物件の販売を行ったことによ

り、計画どおり売上高が239百万円（前年同期比30.6%増）、営業利益3百万円（前年同期比64.1%減）となりまし

た。

②建築事業

　建築事業におきましては、慎重な受注判断と事業収益拡大を重視しておりましたが、新規の建築案件が減少した

ことにより売上高が11百万円（前年同期比42.8%減）、営業損失2百万円（前年同期は22百万円の営業損失）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、再販物件の販売が順調に推移しており売上高が2,552百万円（前年同期比

578.0%増）、営業利益759百万円（前年同期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、計画どおり集客が増加したことにより売上高が266百万円（前年同期比9.9%減）、営

業損失59百万円（前年同期は65百万円の営業損失）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111百万円（前年同期比35.1%増）、営業損

失44百万円（前年同期は5百万円の営業損失）となりました。

　  (２) 財政状態の分析　

　　　　 当第１四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,137百万円減少し、13,203百万円となりま

した。また、 純資産は、7,427百万円となり、自己資本比率は56.3％となりました。

(３) キャッシュ・フローの状況　

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末

に比べ68百万円増加し、1,753百万円となりました。　

  当第１四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は、1,602百万円の増加となりました。これは税金等調整前四半期純利益790百万円を確保し

たことに加え、たな卸資産が991百万円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は、7百万円の増加となりました。これは有形固定資産の取得及び投資有価証券の増加が
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あったものの、投資有価証券の売却による収入及びその他投資等の減少が多かったことによるものです。

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は、1,541百万円の減少となりました。これは不動産販売事業に係る短期借入金1,222百万円

の返済及び配当金257百万円の支払等によるものです。

　　(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。

　　(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、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21年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年10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

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

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21年６月１日

～平成21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】

  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21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。

①【発行済株式】

 平成21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 －

　　 

②【自己株式等】

 平成21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21年
６月

７月 ８月

最高（円） 82,00087,50087,400

最低（円） 69,10072,00081,600

　（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。

　なお、前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第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並びに当第１四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平成21

年８月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21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21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21年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,649,502 2,589,556

受取手形及び売掛金 60,751 142,687

販売用不動産 2,547,427 3,678,270

仕掛販売用不動産 1,858,710 1,755,966

貯蔵品 70,275 77,301

繰延税金資産 25,080 13,399

その他 104,942 153,465

貸倒引当金 △450 △983

流動資産合計 7,316,241 8,409,663

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※4
 2,240,043

※4
 2,238,912

車両運搬具（純額） 17,334 18,345

土地 ※4
 2,611,944

※4
 2,606,506

建設仮勘定 － 110

その他（純額） 19,714 20,686

有形固定資産合計 ※1
 4,889,036

※1
 4,884,561

無形固定資産 2,674 2,754

投資その他の資産

投資有価証券 358,260 347,306

長期貸付金 110,567 122,300

出資金 168,109 165,622

繰延税金資産 327,050 367,097

その他 59,700 73,412

貸倒引当金 △28,469 △31,805

投資その他の資産合計 995,218 1,043,934

固定資産合計 5,886,930 5,931,250

資産合計 13,203,171 14,340,914
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 111,194 119,242

短期借入金 2,851,504 4,074,129

未払法人税等 328,883 146,142

賞与引当金 9,150 －

完成工事補償引当金 139 737

その他 291,965 379,236

流動負債合計 3,592,837 4,719,487

固定負債

長期借入金 1,660,077 1,721,178

役員退職慰労引当金 411,046 411,046

退職給付引当金 49,071 47,450

家賃保証引当金 － 137,855

その他 62,255 62,719

固定負債合計 2,182,451 2,380,249

負債合計 5,775,288 7,099,736

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 4,264,675 4,081,740

自己株式 △88,818 △88,818

株主資本合計 7,440,698 7,257,763

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △12,814 △16,585

評価・換算差額等合計 △12,814 △16,585

純資産合計 7,427,883 7,241,177

負債純資産合計 13,203,171 14,340,914
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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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

売上高 958,254 3,181,767

売上原価 617,883 1,902,473

売上総利益 340,370 1,279,293

販売費及び一般管理費 ※
 398,652

※
 608,429

営業利益又は営業損失（△） △58,282 670,863

営業外収益

受取利息 7,836 1,973

受取配当金 971 943

受取手数料 － 9,268

その他 32,995 17,055

営業外収益合計 41,803 29,240

営業外費用

支払利息 36,978 30,270

投資事業組合運用損 9,180 17,660

その他 17,486 1,234

営業外費用合計 63,645 49,165

経常利益又は経常損失（△） △80,123 650,938

特別利益

固定資産売却益 1,105 －

家賃保証引当金戻入益 － 137,855

その他 1,367 2,087

特別利益合計 2,472 139,942

特別損失

固定資産除却損 － 121

固定資産売却損 12 －

特別損失合計 12 121

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（△）

△77,663 790,759

法人税、住民税及び事業税 762 322,388

法人税等調整額 △2,951 27,441

法人税等合計 △2,189 349,829

四半期純利益又は四半期純損失（△） △75,474 440,929
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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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△77,663 790,759

減価償却費 33,402 43,043

無形固定資産償却費 79 79

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,169 1,621

賞与引当金の増減額（△は減少） － 9,150

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △1,115 △597

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,748 △3,869

家賃保証引当金の増減額（△は減少） － △137,855

受取利息及び受取配当金 △7,836 △2,916

支払利息 36,978 30,270

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － △1,000

為替差損益（△は益） △1,417 905

投資事業組合運用損益（△は益） 9,365 17,836

有形固定資産売却損益（△は益） 441 －

有形固定資産除却損 － 14

売上債権の増減額（△は増加） △11,462 81,935

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,454,567 991,866

その他の流動資産の増減額（△は増加） △57,817 37,642

仕入債務の増減額（△は減少） 162,377 △8,048

その他の流動負債の増減額（△は減少） 124,764 △87,271

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,341 △463

小計 △1,244,894 1,763,105

利息及び配当金の受取額 7,021 3,857

利息の支払額 △38,115 △24,755

法人税等の支払額 △5,949 △139,646

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,281,938 1,602,561

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 △895,800

定期預金の払戻による収入 887,300 904,500

有形固定資産の取得による支出 △53,151 △4,276

投資有価証券の取得による支出 － △25,000

投資有価証券の売却による収入 － 1,000

貸付けによる支出 △152,400 －

貸付金の回収による収入 2,522 9,323

その他 6,873 18,059

投資活動によるキャッシュ・フロー △198,455 7,806
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（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

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 △1,222,625

長期借入金の返済による支出 △36,201 △61,101

配当金の支払額 △154,797 △257,995

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,261,002 △1,541,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △219,391 68,646

現金及び現金同等物の期首残高 1,206,210 1,685,056

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 986,819

※
 1,753,702
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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21年６月１日
至　平成21年８月31日）

　会計処理基準に関する事項

の変更

　 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりまし

たが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19

年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に

着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の

確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比

例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。これによる損

益に与える影響は軽微であります。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

（四半期連結損益計算書関係）

　前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取手数料」は、営業

外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第１四

半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取手数料」は4,547千円であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第１四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の固定負債の増減額（△

は減少）」に含めて表示しておりました「家賃保証引当金の増減額（△は減少）」は重要性が増加したため、当第１

四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第１四半期連結累計期間の「その他の固定負債の増

減額（△は減少）」に含まれる「家賃保証引当金の増減額（△は減少）」は8,903千円であります。

　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

１　たな卸資産の評価方法 　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。

２　繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法　

　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

環境かつ一時差異等の発生状況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。

３　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に基づく

年間償却予定額を期間按分する方法によっております。
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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21年８月31日）

前連結会計年度末
（平成21年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 1,298,385千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 1,255,898千円

２　保証債務 ２　保証債務

物件購入者（150人） 490,108千円 物件購入者（152人） 503,211千円

３　手形裏書譲渡高 ３　手形裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 6,485千円 受取手形裏書譲渡高 4,010千円

※４　販売用不動産の保有目的の変更 ※４　販売用不動産の保有目的の変更

　従来、販売用不動産として保有していた下記の不動産

は、当第１四半期連結会計期間から保有目的を変更し

たため、有形固定資産に振り替え表示しております。

　従来、販売用不動産として保有していた下記の不動産

は、当連結会計年度から保有目的を変更したため、有形

固定資産に振り替え表示しております。

　　（振替時帳簿価額）     （振替時帳簿価額）

　　　建　　　　物 37,820千円 　　　建　　　　物 211,410千円

　　　土　　　　地 5,437千円 　　　土　　　　地 301,948千円

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21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

販売手数料 110,996千円

販売促進費 122,931千円

役員報酬 23,632千円

給料手当 31,568千円

賞与引当金繰入額　 8,550千円

減価償却費 40,853千円

水道光熱費 26,309千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21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

※　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） （平成21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

 （千円）

　現金及び預金勘定 2,649,502

　預入れ期間が３ヶ月を超える定

期預金
△895,800

　現金及び現金同等物 1,753,702

EDINET提出書類

リベレステ株式会社(E03989)

四半期報告書

18/24



（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年８月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　

平成21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21年８月28日

定時株主総会
普通株式 257,995 5,000平成21年５月31日平成21年８月31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】

前第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

183,15819,853376,484295,84982,907958,254 ― 958,254

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高

― ― ― 3,281 1,521 4,802(△4,802) ―

計 183,15819,853376,484299,13184,429963,057(△4,802)958,254

営業利益又は営

業損失（△）
9,135△22,13016,359△65,057△5,121△66,8148,532△58,282

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21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

239,24711,3592,552,639266,544111,9763,181,767    ― 3,181,767

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高

    ―     ―     ― 2,961 2,321 5,282(△5,282)    ―

計 239,24711,3592,552,639269,506114,2973,187,049(△5,282)3,181,767

営業利益又は営

業損失（△）
3,276△2,205759,699△59,996△44,293656,48014,382670,863

　（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】

前第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。

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21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。

　

EDINET提出書類

リベレステ株式会社(E03989)

四半期報告書

20/24



 

【海外売上高】

前第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。

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21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。

 

（企業結合等関係）

　　　　当第１四半期連結会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）　

　該当事項はありません。

　

（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21年８月31日）

前連結会計年度末
（平成21年５月31日）

１株当たり純資産額 143,954.01円 １株当たり純資産額 140,335.62円

２．１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21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。

１株当たり四半期純利益金額 8,545.31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。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △75,474 440,929

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又は四半期純損失

（△）（千円）
△75,474 440,929

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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年10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 島貫　幸治　　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21年６月１日から平成22年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平成21

年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21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21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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