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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32期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第33期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第32期

会計期間

自平成21年
６月１日
至平成21年
８月31日

自平成22年
６月１日
至平成22年
８月31日

自平成21年
６月１日
至平成22年
５月31日

売上高（千円） 3,181,7672,891,30610,644,437

経常利益（千円） 650,938 428,9751,546,014

四半期(当期)純利益（千円） 440,929 235,499 698,143

純資産額（千円） 7,427,8837,604,2767,574,065

総資産額（千円） 13,203,17115,871,92014,920,647

１株当たり純資産額（円） 143,954.01147,372.55146,787.05

１株当たり四半期(当期)純利益金額（円） 8,545.314,564.0313,530.18

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（％） 56.3 47.9 50.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,602,561217,382 822,965

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
7,806 113,694△70,850

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,541,7211,327,950△904,746

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 1,753,7023,191,4511,532,424

従業員数（人） 37 36 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．第32期第１四半期連結累計（会計）期間、第33期第１四半期連結累計（会計）期間及び第32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22年８月31日現在

従業員数（人） 36 (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22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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（平成22年６月１日～平成22年８月31日）施工高

 セグメントの名称
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 942,934 ― 686,016 ―  596,185 ― 1,032,765 ―

建築

事業

建築工事 ― ― 5,199 ― 5,199 ― ― ―

型枠工事 70,641 ― 43,613 ― 34,955 ― 79,300 ―

合計 70,641 ― 48,813 ― 40,155 ― 79,300 ―

　（注）１．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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

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

セグメントの名称
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 320 ― 9,927 ― 7,780 ― 2,466 ―

型枠工事 142,800 ― 110,120 ― 46,820 ― 206,100 ―

合計 143,120 ― 120,047 ― 54,600 ― 208,566 ―

　（注）１．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。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

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

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間　

（平成22年６月１日～平成22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 2,126,301 ― 73.5

戸建分譲住宅 36,179 ― 1.3

計 2,162,481 ― 74.8

建築事業

建築工事 7,780 ― 0.3

型枠工事 46,820 ― 1.6

計 54,600 ― 1.9

不動産販売事業 294,055 ― 10.2

ホテル事業 274,675 ― 9.5

  報告セグメント計 2,785,814 ― 96.4

その他 105,492 ― 3.6

合計 2,891,306 ― 100.0

　（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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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足立扇 23 3 20 9 7 16 5 11

BD北鴻巣弐番館 30 9 21 21 30 ― ― ―

BD溝の口森林公園 43 43 0 0 43 ― ― ―

BF藤代桜ヶ丘Ｎｅｘｔ2期2次 1 1 0 0 1 ― ― ―

BF藤代桜ヶ丘Ｎｅｘｔ2期3次 1 0 1 1 0 1 1 0

アヴェニュー佐久平 1 0 1 1 1 ― ― ―

BF泉ビレジ８期 ― ― ― 0 0 1 0 1

BF鎌ヶ谷６期 ― ― ― 0 0 3 0 3

BF泉ビレジ９期 ― ― ― 0 0 4 0 4

BF藤代桜ヶ丘Ｎｅｘｔ2期4次 ― ― ― 0 0 4 0 4

アヴェニュー佐久平 ― ― ― 0 0 2 0 2

合計 99 56 43 32 82 31 6 25

　（注）　上記表中の「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 54(123) 54 0 54 0 6 5 49 48

アヴェニュー佐久平 148(218)148 1 147 0 3 3 145 144

ヴァンデュール西軽井沢 14(87) 14 1 13 0 6 5 9 7

BD草加弁天 1(36) 1 1 0 0 0 1 ― ―

アドバンスステージ飯能　 6(13) 6 1 5 0 5 5 1 ―

ダイアパレス花園公園 1(1) 1 0 1 12 6 4 9 7

その他　 93(145) 93 0 93 11 24 24 80 80

合計 317(623)317 4 313 23 50 47 293 286

  （注）１．供給戸数欄内の（　）内書きは、総戸数であります。

　　　　２．上記表中の「ＢＤ」はベルドゥムールの略称であります。　

　　　　３．上記表中の当四半期の「契約」及び「引渡」には、セグメント間の内部振替を含めております。　
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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、海外経済の改善や各種の政策効果などを背景に、企業収益が

改善し、設備投資や個人消費は持ち直しつつあります。

　　 新築分譲マンション市場におきましては、景気低迷による個人所得の減少や雇用環境の悪化に伴う不透明感はあ

るものの、都心部においては一定の需要があるのに対し、郊外の物件については厳しい状況となっており、新築マ

ンション分譲市場は二極化されつつあります。

　　 このような環境の中、当社は再販物件及び仕掛物件の販売を中心とした事業構築から、当社のドメインである「も

のづくり」のノウハウを用いた開発事業に経営資源を集中し、都心部を中心とした新たなニーズ・付加価値・高

品質の分譲マンションの開発・販売に特化しております。　

　   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2,891百万円(前年同期比9.1%減)、営業利益は454百万円(前年同期

比32.3%減)、経常利益は428百万円(前年同期比34.1%減)、四半期純利益は235百万円(前年同期比46.6%減)となりま

した。

　セグメントの業績は次のとおりです。

   　なお、当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

　平成20年３月21日）を適用しておりますが、セグメント区分の変更がないため、前年同期における事業の種類別

セグメント情報との比較数値を記載しております。

①開発事業

　開発事業につきましては、従来からの戸建物件の販売と、仕掛物件の順調な引渡し、新規の分譲マンション開発を

再開したことにより売上高が2,162百万円（前年同期比803.9%増）、セグメント利益485百万円（前年同期は営業

利益3百万円）となりました。

②建築事業

　建築事業につきましては、新規の建築案件が減少する中、慎重な受注と事業収益を重視したことにより売上高が

54百万円（前年同期比380.7%増）、セグメント利益4百万円（前年同期は営業損失2百万円）となりました。

③不動産販売事業

　不動産販売事業につきましては、再販物件の仕入が減少したことにより売上高が294百万円（前年同期比88.5%

減）、セグメント利益29百万円（前年同期は営業利益759百万円）となりました。

④ホテル事業

　ホテル事業につきましては、デフレを背景とした客単価下落の状況の中、集客の増加により売上高が274百万円

（前年同期比3.1%増）、セグメント損失57百万円（前年同期は営業損失59百万円）となりました。

⑤その他事業

　その他事業につきましては、賃貸管理及び建築資材を中心に、売上高が105百万円（前年同期比5.8%減）、セグメ

ント利益52百万円（前年同期は営業損失44百万円）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末における総資産は、開発用不動産の取得を目的とした借入金の増加に伴う現金及び預

金の増加等により、前連結会計年度末に比べ951百万円増加し、15,871百万円となりました。負債は短期借入金の有

利子負債の増加等により、前連結会計年度末に比べ921百万円増加し、8,267百万円となりました。また、純資産は、

前連結会計年度末に比べ30百万円増加し、7,604百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度

末の50.8％から47.9％となりました。
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(３) キャッシュ・フローの状況　

　当第１四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。）の残高は、前連結会計年度

末に比べ1,659百万円増加し、3,191百万円となりました。　

  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、217百万円の増加（前年同四半期連結会計期間は1,602百万円の増加）となりました。こ

れは主に税金等調整前四半期純利益427百万円の計上及びたな卸資産518百万円の減少と、法人税等の支払額640百

万円によるものです。

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、113百万円の増加（前年同四半期連結会計期間は7百万円の増加）となりました。これは

主に定期預金の預替による純増加額94百万円及び貸付金60百万円の回収と、固定資産の取得による支出35百万円

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、1,327百万円の増加（前年同四半期連結会計期間は1,541百万円の減少）となりました。

これは開発事業に係る短期借入金1,085百万円及び長期借入金399百万円の純増加と、配当金157百万円の支払によ

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22年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22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

大阪証券取引所

　ＪＡＳＤＡＱ市場

　　（スタンダード）　

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）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

 

（５）【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22年６月１日

～平成22年８月31日
― 53,440 ― 1,646,765 ― 1,618,075

 

（６）【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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（７）【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22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22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22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22年
６月

７月 ８月

最高（円） 119,000105,00093,000

最低（円） 95,80087,80088,000

　（注）　最高・最低株価は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場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）及び前第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22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年６月１日から

平成22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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び当第１四半

期連結累計期間（平成22年６月１日から平成22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22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22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,000,951 2,435,924

受取手形及び売掛金 47,636 96,175

販売用不動産 1,026,316 2,274,682

仕掛販売用不動産 4,411,508 4,259,536

貯蔵品 62,541 65,722

繰延税金資産 34,893 62,739

その他 206,107 249,908

貸倒引当金 △39,438 △39,812

流動資産合計 9,750,517 9,404,877

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※4
 2,442,574

※4
 1,925,046

車両運搬具（純額） 9,419 10,442

土地 ※4
 2,645,561

※4
 2,547,494

建設仮勘定 1,333 －

その他（純額） 11,890 12,947

有形固定資産合計 ※1
 5,110,778

※1
 4,495,931

無形固定資産 15,328 13,894

投資その他の資産

投資有価証券 314,293 328,990

長期貸付金 95,247 97,747

出資金 165,582 165,622

繰延税金資産 330,407 330,841

その他 113,649 106,694

貸倒引当金 △23,885 △23,952

投資その他の資産合計 995,295 1,005,944

固定資産合計 6,121,403 5,515,769

資産合計 15,871,920 14,920,647
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 421,071 459,797

短期借入金 4,346,236 2,635,040

未払法人税等 173,000 653,142

賞与引当金 12,540 －

完成工事補償引当金 65 600

その他 356,294 461,981

流動負債合計 5,309,206 4,210,561

固定負債

長期借入金 2,390,608 2,616,714

役員退職慰労引当金 411,046 411,046

退職給付引当金 54,771 53,035

資産除去債務 45,391 －

その他 56,620 55,224

固定負債合計 2,958,437 3,136,020

負債合計 8,267,644 7,346,581

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 4,447,794 4,418,691

自己株式 △88,818 △88,818

株主資本合計 7,623,817 7,594,714

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △19,540 △20,648

評価・換算差額等合計 △19,540 △20,648

純資産合計 7,604,276 7,574,065

負債純資産合計 15,871,920 14,920,647
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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21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22年８月31日)

売上高 3,181,767 2,891,306

売上原価 1,902,473 1,877,071

売上総利益 1,279,293 1,014,235

販売費及び一般管理費 ※
 608,429

※
 560,233

営業利益 670,863 454,001

営業外収益

受取利息 1,973 1,264

受取配当金 943 943

受取手数料 9,268 6,975

匿名組合投資利益 － 12,472

その他 17,055 8,069

営業外収益合計 29,240 29,724

営業外費用

支払利息 30,270 30,828

投資事業組合運用損 17,660 13,053

その他 1,234 10,868

営業外費用合計 49,165 54,750

経常利益 650,938 428,975

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 440

完成工事補償引当金戻入額 － 534

家賃保証引当金戻入益 137,855 －

その他 2,087 50

特別利益合計 139,942 1,025

特別損失

固定資産除却損 121 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,060

特別損失合計 121 2,060

税金等調整前四半期純利益 790,759 427,940

法人税、住民税及び事業税 322,388 164,595

法人税等調整額 27,441 27,845

法人税等合計 349,829 192,441

少数株主損益調整前四半期純利益 － 235,499

四半期純利益 440,929 235,499
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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21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22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 790,759 427,940

減価償却費 43,043 44,686

無形固定資産償却費 79 769

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,060

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,621 1,735

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,150 12,540

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △597 △534

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,869 △440

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 △2,916 △2,207

支払利息 30,270 30,828

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） 905 1,352

投資事業組合運用損益（△は益） 17,836 13,186

有形固定資産除却損 14 －

売上債権の増減額（△は増加） 81,935 48,539

たな卸資産の増減額（△は増加） 991,866 518,515

その他の流動資産の増減額（△は増加） 37,642 △55,720

仕入債務の増減額（△は減少） △8,048 △38,726

その他の流動負債の増減額（△は減少） △87,271 △111,979

その他の固定負債の増減額（△は減少） △463 1,513

小計 1,763,105 894,058

利息及び配当金の受取額 3,857 2,770

利息の支払額 △24,755 △39,145

法人税等の支払額 △139,646 △640,302

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,602,561 217,382

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 △895,800 △809,500

定期預金の払戻による収入 904,500 903,500

有形固定資産の取得による支出 △4,276 △33,405

無形固定資産の取得による支出 － △2,204

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 －

投資事業組合からの分配による収入 － 1,700

貸付金の回収による収入 9,323 60,519

その他 18,059 △6,915

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,806 113,694
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（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22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） △1,222,625 1,085,200

長期借入れによる収入 － 485,000

長期借入金の返済による支出 △61,101 △85,110

配当金の支払額 △257,995 △157,139

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,541,721 1,327,950

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 68,646 1,659,026

現金及び現金同等物の期首残高 1,685,056 1,532,424

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,753,702

※
 3,191,451
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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22年６月１日
至　平成22年８月31日）

　会計処理基準に関する事項

の変更

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

　　当第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　　なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。

　　また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は軽微であります。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

（四半期連結損益計算書）

１．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

２．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「匿名組合投資利

益」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「匿名組合投資利益」は4,346千円であり

ます。

３．前第１四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入額」

及び「完成工事補償引当金戻入額」は、特別利益総額の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特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻

入額」及び「完成工事補償引当金戻入額」はそれぞれ915千円及び171千円であります。

　

　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22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．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　

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目

を重要なものに限定する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

環境等、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場合

に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　当第１四半期連結会計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）
　　　　該当事項はありません。　
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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22年８月31日）

前連結会計年度末
（平成22年５月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 1,458,611千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 1,411,917千円

２　保証債務 ２　保証債務

物件購入者（141人） 439,802千円 物件購入者（143人） 450,667千円

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 16,316千円 受取手形裏書譲渡高 15,126千円

※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 497,954千円 　　　建　　　　物 37,820千円

　　　土　　　　地 82,304千円 　　　土　　　　地 5,437千円

（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21年６月１日
至　平成21年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22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 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

販売手数料 115,929千円

販売促進費 100,661千円

役員報酬 25,971千円

給料手当 31,818千円

賞与引当金繰入額　 10,800千円

減価償却費 33,994千円

水道光熱費 32,100千円

（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21年６月１日
至　平成21年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22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21年８月31日現在） （平成22年８月31日現在）

 （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

 （千円）

　現金及び預金勘定 4,000,951

　預入れ期間が３ヶ月を超える定

期預金
△809,500

　現金及び現金同等物 3,191,451
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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22年８月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年６月１日　至　

平成22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22年８月30日

定時株主総会
普通株式 206,396 4,000平成22年５月31日平成22年８月31日　利益剰余金

(２)　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間末後となるもの　

　　　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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（セグメント情報等）

【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等

 

【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。

 

【海外売上高】

前第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。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

　当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

　当社は、事業部及び連結子会社等を基礎とした事業・サービス別のセグメントから構成されており、「開発

事業」、「建築事業」、「不動産販売事業」及び「ホテル事業」の４つを報告セグメントとしております。

　「開発事業」は、マンション等の開発分譲を行っております。「建築事業」は、注文住宅及び型枠大工工事

の施工を行っております。「不動産販売事業」は、再販物件等の販売を行っております。「ホテル事業」は、

裏磐梯猫魔ホテルの経営を行っております。

　　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）　

　（単位：千円）

 
報告セグメント

その他
（注）

合計
開発事業 建築事業

不動産販売
事業

ホテル事業 計

売上高        

外部顧客への売

上高
2,162,481　 54,600　 294,055　 274,675　 2,785,814　 105,492　 2,891,306　

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

    ―　     ―　     ―　 2,147　 2,147　 25,643　 27,790　

計 2,162,481　 54,600　 294,055　 276,823　 2,787,961　 131,135　 2,919,096　

セグメント利益又

はセグメント損失

（△）

485,285　 4,007　 29,434　 △57,836　 460,891　 52,695　 513,587　

  （注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸住宅の仲介・管理及び

不動産の売買仲介事業等を含んでおります。

　

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）　

　 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 460,891

「その他」の区分の利益 52,695　

セグメント間取引消去 1,360　

全社費用（注） △60,945

四半期連結損益計算書の営業利益 454,001

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。　

　

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　該当事項はありません。

　　

（追加情報）

　当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号　平成20年３月27日）を適用しております。
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（金融商品関係）

　　　　当第１四半期連結会計期間末（平成22年８月31日）

　　　　　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありませ

ん。

　

（賃貸等不動産関係）

　　　　当第１四半期連結会計期間末（平成22年８月31日）

　　　　　賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動があり

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22年８月31日）

前連結会計年度末
（平成22年５月31日）

１株当たり純資産額 147,372.55円 １株当たり純資産額 146,787.05円

２．１株当たり四半期純利益金額

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

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。

１株当たり四半期純利益金額 4,564.03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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

四半期純利益（千円） 440,929 235,499

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） 440,929 235,499

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いません。
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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 桑原　茂樹　　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22年６月１日から平成23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22年６月１日から平成22

年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年６月１日から平成22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22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いません。
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