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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32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32期
第２四半期連結
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
11月30日

自平成21年
６月１日
至平成21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21年
９月１日
至平成21年
11月30日

自平成20年
６月１日
至平成21年
５月31日

売上高（千円） 3,141,5525,143,8772,183,2971,962,1109,188,670

経常利益（千円） 189,828 879,617 269,951 228,365 934,509

四半期（当期）純利益（千円） 46,248 577,015 121,723 136,085 359,126

純資産額（千円） ― ― 6,939,1667,570,5297,241,177

総資産額（千円） ― ― 14,372,41415,346,27114,340,914

１株当たり純資産額（円） ― ― 134,482.57146,718.53140,335.62

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
896.3111,182.692,359.012,637.376,959.95

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（％） ― ― 48.3 49.3 50.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△389,607△355,114 ― ― 179,218

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△158,367△12,345 ― ― △184,592

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
837,501 157,172 ― ― 484,218

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
― ― 1,495,7361,474,7681,685,056

従業員数（人） ― ― 33 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．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、１株当たり四半期（当期）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。
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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21年11月30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21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21年９月１日～平成21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 90,196 119.6 469,990 833.8 198,839 230.3 361,347 794.9

建築

事業

建築工事 288 0.2 260,903 291.4 258,202 107.9 2,989 298.9

型枠工事 61,553 99.3 154,936 216.9 115,373 240.2 101,116 118.4

合計 61,841 27.9 415,840 258.3 373,575 130.0 104,106 109.2

　（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 3,843 1.6 57,590 221.2 12,378 4.8 49,055 333.0

型枠工事 208,880107.4 26,810 32.6 23,790 44.2 211,900 95.1

合計 212,723 48.2 84,400 78.0 36,168 11.6 260,955 109.8

　（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21年９月１日～平成21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 206,741 226.4 10.5

戸建分譲住宅 36,706 51.8 1.9

計 243,447 150.1 12.4

建築事業

建築工事 12,378 4.8 0.6

型枠工事 23,790 44.2 1.2

計 36,168 11.6 1.8

不動産販売事業 1,254,791 109.6 64.0

ホテル事業 351,540 83.2 17.9

その他事業 76,162 53.6 3.9

合計 1,962,110 89.9 100.0

（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越谷南町 14 　　 3 11 8　　 8 6 3 3

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 3 1 2 0 0 3 0 3

BF泉ビレジ７期   3     1     2 1 1 3 1 2

BF泉ビレジ８期   ―     ―     ― 0 0 2 0 2

アベニュー佐久平  3 1 2 1 1 2 1 1

合計  24 6 18 10 10 17 5 12

　（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 65 (123) 65 4 61 ― 3 6 59 58

アヴェニュー佐久平 158 (218) 158 2 156 ― 4 3 155 152

ダイアパレス東川口 2  (32)　 2 0 2 ― 2 2 ― ―

グランティオ平塚 2  (28) 2 2 0 ― 0 2 ― ―

サンプラージュ湘南平塚 3  (17)　 3 3 0 ― 0 3 ― ―

ヴァンデュール西軽井沢 55  (88) 26 7 19 29 27 27 28 21

ゼファー北鴻巣　 72  (72) ― ― ― 72 45 16 56 27

ＢＤ草加弁天　 20  (36) ― ― ― 20 10 1 19 10

その他　 41 (149) 26 0 26 15 10 7 34 31

合計 418 (763) 282 18 264 136 101 67 351 299

  （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。

　

２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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の重要な変更はありません。　

　

３【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。

 

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２四半期連結会計期間(平成21年９月１日～平成21年11月30日)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、雇用環境は依然として厳しい状況であり、海外景気の下振れ懸念、デフレや金融資本市場の変動の影響など、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は、地価の下落傾向が鮮明となる中、分譲マンション市場は、物件調整の進展や住宅

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が、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る不動産価格の一段の下落に繋がるなど、当不

動産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、都心における仕掛不動産及び開発用不動産の取得を開始しており、当社の「ものづくり」復活

として、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２四半期連結会計期間における売上高は1,962百万円(前年同期比10.1%減)、営業利益は222百万円(前年同期

比20.1%減)、経常利益は228百万円(前年同期比15.4%減)、四半期純利益は136百万円(前年同期比11.8%増)となりま
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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、計画ど

おり売上高が243百万円（前年同期比50.1%増）、営業利益5百万円（前年同期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、慎重な受注と事業収益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36百万円（前年同期比88.4%減）、営業利益4百万円（前年同期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1,254百万円（前年同期比9.6%増）、営業利益152百万円（前年同期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、計画どおり前期比に対して集客は確保できたものの、売上高351百万円（前年同期比

16.8%減）、営業損失9百万円（前年同期は営業損失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76百万円（前年同期比46.4%減）、営業利益

90百万円（前年同期は営業損失27百万円）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1,005百万円増加し、15,346百万円となりました。また、 

純資産は、7,570百万円となり、自己資本比率は49.3％となりました。

(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、前連結会計年度末比210百万円減少し、

1,474百万円となりました。　

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は、1,957百万円の減少（前年同四半期連結会計期間は892百万円の増加）となりました。こ

れは税金等調整前四半期純利益216百万円を計上しましたが、たな卸資産が2,392百万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は、20百万円の減少（前年同四半期連結会計期間は40百万円の増加）となりました。これは

無形固定資産13百万円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は、1,698百万円の増加（前年同四半期連結会計期間は423百万円の減少）となりました。こ

れは不動産販売事業に係る短期借入金1,586百万円及び長期借入金112百万円の増加によるものです。

　　(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21年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22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

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９月１日

～平成21年11月30日
― 53,440 ― 1,646,765 ― 1,618,075

　

（５）【大株主の状況】

 平成21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 17,192 32.17

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目8-11 1,994 3.73

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

DEUTSCHE BANK AG LONDON-PB

NON-TREATY CLIENTS 613

(常任代理人 ドイツ証券株式会社)

TAUNUSANLAGE 12,D-60325 FRANKFURT AM

MAIN,FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

(東京都千代田区永田町２丁目１１－１号)

756 1.41

リベレステ従業員持株会 埼玉県草加市金明町389番地１ 487 0.91

計 － 28,451 53.23
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21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 　－

単元未満株式 　－ － 　－

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21年
６月

７月 ８月 ９月 10月 11月

最高（円） 82,00087,50087,40093,00097,00092,500

最低（円） 69,10072,00081,60085,10087,20078,300

　（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。　

 

EDINET提出書類

リベレステ株式会社(E03989)

四半期報告書

 9/25



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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年６月１日から

平成21年11月30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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21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。

 

EDINET提出書類

リベレステ株式会社(E03989)

四半期報告書

10/25



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21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21年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,373,868 2,589,556

受取手形及び売掛金 65,550 142,687

販売用不動産 3,401,389 3,678,270

仕掛販売用不動産 3,404,097 1,755,966

貯蔵品 62,492 77,301

繰延税金資産 32,464 13,399

その他 162,280 153,465

貸倒引当金 △1,325 △983

流動資産合計 9,500,818 8,409,663

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,202,372 2,238,912

車両運搬具（純額） 13,780 18,345

土地 2,612,675 2,606,506

建設仮勘定 1,107 110

その他（純額） 16,174 20,686

有形固定資産合計 ※1
 4,846,110

※1
 4,884,561

無形固定資産 15,137 2,754

投資その他の資産

投資有価証券 348,808 347,306

長期貸付金 107,979 122,300

出資金 165,622 165,622

繰延税金資産 325,541 367,097

その他 64,003 73,412

貸倒引当金 △27,750 △31,805

投資その他の資産合計 984,205 1,043,934

固定資産合計 5,845,453 5,931,250

資産合計 15,346,271 14,340,914
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 154,156 119,242

短期借入金 4,473,540 4,074,129

未払法人税等 420,071 146,142

完成工事補償引当金 296 737

その他 469,404 379,236

流動負債合計 5,517,469 4,719,487

固定負債

長期借入金 1,736,934 1,721,178

役員退職慰労引当金 411,046 411,046

退職給付引当金 50,862 47,450

家賃保証引当金 － 137,855

その他 59,430 62,719

固定負債合計 2,258,273 2,380,249

負債合計 7,775,742 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 4,400,761 4,081,740

自己株式 △88,818 △88,818

株主資本合計 7,576,783 7,257,763

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,254 △16,585

評価・換算差額等合計 △6,254 △16,585

純資産合計 7,570,529 7,241,177

負債純資産合計 15,346,271 14,340,914
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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）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 3,141,552 5,143,877

売上原価 2,049,514 3,203,185

売上総利益 1,092,037 1,940,692

販売費及び一般管理費 ※
 872,198

※
 1,047,366

営業利益 219,838 893,325

営業外収益

受取利息 14,232 3,583

受取配当金 1,106 1,078

受取手数料 － 17,516

受取賃貸料 50,278 30,097

その他 32,486 32,770

営業外収益合計 98,104 85,046

営業外費用

支払利息 74,414 57,945

投資事業組合運用損 10,372 17,660

その他 43,328 23,148

営業外費用合計 128,114 98,755

経常利益 189,828 879,617

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 831 1,774

特別利益合計 1,936 139,629

特別損失

固定資産除却損 103 873

固定資産売却損 12 －

投資有価証券評価損 － 10,688

構築物移設費用 55,857 －

特別損失合計 55,973 11,561

税金等調整前四半期純利益 135,791 1,007,684

法人税、住民税及び事業税 2,104 409,369

法人税等調整額 87,437 21,299

法人税等合計 89,542 430,669

四半期純利益 46,248 577,015
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 2,183,297 1,962,110

売上原価 1,431,630 1,300,869

売上総利益 751,666 661,241

販売費及び一般管理費 ※
 473,545

※
 439,092

営業利益 278,120 222,149

営業外収益

受取利息 6,396 1,610

受取配当金 135 135

受取賃貸料 27,188 24,322

その他 24,504 29,738

営業外収益合計 58,224 55,805

営業外費用

支払利息 37,435 27,674

投資事業組合運用損 1,192 －

その他 27,765 21,914

営業外費用合計 66,393 49,589

経常利益 269,951 228,365

特別損失

固定資産除却損 103 751

投資有価証券評価損 － 10,688

構築物移設費用 55,857 －

その他 536 －

特別損失合計 56,496 11,440

税金等調整前四半期純利益 213,455 216,925

法人税、住民税及び事業税 1,342 86,981

法人税等調整額 90,389 △6,141

法人税等合計 91,732 80,839

四半期純利益 121,723 136,085
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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２四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21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 1,007,684

減価償却費 76,091 87,683

無形固定資産償却費 759 902

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,521 3,412

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △745 △440

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,328 △3,713

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 △15,338 △4,661

支払利息 74,414 57,945

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 9,688

為替差損益（△は益） 2,531 2,340

投資事業組合運用損益（△は益） 10,632 17,092

有形固定資産売却損益（△は益） △1,092 －

有形固定資産除却損 56 1,105

売上債権の増減額（△は増加） △6,207 77,137

たな卸資産の増減額（△は増加） △734,182 △1,400,429

その他の流動資産の増減額（△は増加） △34,872 △4,684

仕入債務の増減額（△は減少） 68,485 34,914

その他の流動負債の増減額（△は減少） 109,063 90,167

その他の固定負債の増減額（△は減少） △18,123 △3,289

小計 △325,887 △164,999

利息及び配当金の受取額 15,915 5,334

利息の支払額 △76,195 △60,008

法人税等の支払額 △3,440 △135,440

営業活動によるキャッシュ・フロー △389,607 △355,114

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 △899,100

定期預金の払戻による収入 882,500 904,500

有形固定資産の取得による支出 △77,785 △6,348

有形固定資産の売却による収入 1,533 －

無形固定資産の取得による支出 － △13,285

投資事業組合からの分配による収入 20,044 4,900

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 △156,400 －

貸付金の回収による収入 159,853 11,579

出資金の払込による支出 △100,000 －

その他 △13 9,408

投資活動によるキャッシュ・フロー △158,367 △12,345
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（単位：千円）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年11月30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） 1,064,700 363,375

長期借入れによる収入 － 180,000

長期借入金の返済による支出 △72,402 △128,208

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 837,501 157,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 289,525 △210,287

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 ※
 1,495,736

※
 1,474,768
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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21年６月１日
至　平成21年11月30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）を第１四半期連結会計期間より適

用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結

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２四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年11月30日）

（四半期連結損益計算書関係）

　前第２四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２四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２四

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16,140千円であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第２四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２

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２四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△1,598千円であります。

　

　　

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年11月30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。 
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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21年11月30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 1,330,440千円 ※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） 484,556千円 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 5,860千円 受取手形裏書譲渡高 4,010千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第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２四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21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

販売手数料 159,053千円

販売促進費 213,521千円

広告宣伝費 28,187千円

役員報酬 49,604千円

給料手当 61,370千円

減価償却費 83,371千円

水道光熱費 57,523千円

 

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21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

販売手数料 48,056千円

販売促進費 90,590千円

広告宣伝費 18,246千円

役員報酬 25,971千円

給料手当 29,802千円

減価償却費 42,517千円

水道光熱費 31,213千円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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２四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21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

※　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） （平成21年11月30日現在）

 （千円）

　現金及び預金勘定 2,388,636

　預入期間が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
 

 （千円）

　現金及び預金勘定 2,373,868

　預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△899,100

　現金及び現金同等物 1,474,768
 

 

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　

平成21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)　基準日が当第２四半期連結累計会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間末後となるもの　

 
（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12月25日

取締役会
普通株式 103,198 2,000平成21年11月30日平成22年１月29日　利益剰余金

 

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。

EDINET提出書類

リベレステ株式会社(E03989)

四半期報告書

19/25



（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第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

162,225311,6361,144,603422,659142,1712,183,297― 2,183,297

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

― ― ― 1,294 1,521 2,815(2,815) ―

計 162,225311,6361,144,603423,953143,6922,186,113(2,815)2,183,297

営業利益又は営業

損失（△）
1,429 7,232245,302△10,903△27,228215,83262,288278,120

　

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21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

243,44836,1681,254,790351,54076,1621,962,110    ― 1,962,110

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

    ―    ―     ― 1,661 1,521 3,182(3,182)     ―

計 243,44836,1681,254,790353,20277,6841,965,293(3,182)1,962,110

営業利益又は営業

損失（△）
5,704 4,855152,136△9,973 90,383243,105 (20,956)222,149
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前第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

345,384331,4901,521,088718,509225,0793,141,552― 3,141,552

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

― ― ― 4,575 3,042 7,618(7,618) ―

計 345,384331,4901,521,088723,085228,1213,149,171(7,618)3,141,552

営業利益又は営業

損失（△）
10,565△14,897261,662△75,961△32,349149,01870,820219,838

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21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

482,69547,5273,807,430618,085188,1395,143,877― 5,143,877

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

― ― ― 4,622 3,842 8,465(8,465) ―

計 482,69547,5273,807,430622,708191,9815,152,343(8,465)5,143,877

営業利益又は営業

損失（△）
9,294 2,650911,835△69,97046,089899,899 (6,573)893,325

　（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２四半期連結会計期間（自

　平成21年９月１日　至　平成21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。

　

前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成21年６月１日　至　平成21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】

前第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２四半期連結会計期間（自

　平成21年９月１日　至　平成21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。

　

前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自

　平成21年６月１日　至　平成21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。

　

（１株当たり情報）
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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21年11月30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 146,718.53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等

前第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２四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21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 11,182.69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。

 
前第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２四半期連結累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年11月30日）

四半期純利益（千円） 46,248 577,015

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） 46,248 577,015

期中平均株式数（株） 51,599 51,599

　

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

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。

１株当たり四半期純利益金額 2,637.37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。

 
前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

四半期純利益（千円） 121,723 136,085

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） 121,723 136,085

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】

　 平成21年12月25日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　（ィ）配当金の総額……………………………………………103,198千円

　（ロ）１株当たりの金額………………………………………2,000円00銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………………平成21年12月25日

（注）　平成21年11月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。　
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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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22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 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２四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平成21

年11月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21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21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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