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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期第2四半期 3,141 ― 219 ― 189 ― 46 ―

20年5月期第2四半期 2,745 △29.3 157 60.3 146 0.2 48 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年5月期第2四半期 896.31 ―

20年5月期第2四半期 945.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年5月期第2四半期 14,372 6,939 48.3 134,482.57
20年5月期 13,338 7,058 52.9 136,795.47

（参考） 自己資本  21年5月期第2四半期  6,939百万円 20年5月期  7,058百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 2,000.00 ― 3,000.00 5,000.00
21年5月期 ― ― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 5,000.00 5,000.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,402 50.7 749 526.1 712 596.9 303 ― 5,880.15

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
1．本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報を
ご覧ください。 
2．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第2四半期 53,440株 20年5月期 53,440株

② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期 1,841株 20年5月期 1,841株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期 51,599株 20年5月期第2四半期 51,599株
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 当第２四半期連結累計期間(平成20年６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開発物件の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つつ、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２四半期連結累計期間における売上高は3,141百万円(前期比14.4％増)、営業利益は219百万円(前期比

39.1%増)、経常利益は189百万円(前期比29.9%増)、四半期純利益は46百万円(前期比5.2％減)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

のとおり売上高が345百万円（前期比66.0%減）、営業利益10百万円（前期比86.6%減）となりました。 

② 建築事業 

 建築事業におきましては、慎重な受注と事業収益を重視しておりましたが、資材関連の大幅な高騰により受注

案件の着工が遅れていることが影響し、売上高が331百万円（前期比16.2%減）、営業利益△14百万円（前期43百

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、業界環境に対応し仕入を中心に活動を行ってまいりました。第２四半期にお

いては計画上期首に仕入れる予定だった物件が仕入先の理由により、仕入のタイムスケジュールがずれたことに

より販売の時期もずれ込んだために、売上高が1,521百万円（前期比244.2%増）、営業利益261百万円（前期比

563.4%増）となりました。 

④ ホテル事業 

ホテル事業におきましては、計画のとおり前期比に対して集客は確保できたものの、売上高723百万円（前期

比3.2%増）、営業利益△75百万円（前期△64百万円）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302百万円（前期比54.2%増）、営業利益

42百万円（前期比60.0%増）となりました。  

 当第２四半期における総資産は、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。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 以上の結果、当第２四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主力事業である不動産

販売事業に係る棚卸資産増加等がありましたが、短期借入金の増加により前連結会計年度末に比べ289百万円増加

し、1,495百万円となりました。  

当第２四半期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、389百万円となりました。これは主に不動産販売事業に傾注するために棚卸資産

が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、158百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得及び出資金の増加によ

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、837百万円となりました。これは不動産販売事業に伴う短期借入金の純増加額

が、長期借入金の返済及び配当金の支払額を上回ったことによるものです。 

  

定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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 平成21年５月期に係る第２四半期累計期間及び通期の連結及び個別業績予想につきましては、平成20年７月14

日に公表いたしました業績予想から修正しております。詳細につきましては、平成21年１月７日公表の「業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

 該当事項はありません。  

  

  簡便な会計処理 

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 

 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般差異の発生状況

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。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

リベレステ㈱ （8887）　平成21年５月期　第２四半期決算短信

3



５．四半期連結財務諸表 
（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 2,388,636 2,093,510

受取手形及び売掛金 69,295 63,087

販売用不動産 3,757,729 3,065,706

仕掛販売用不動産 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） 2,082,044 1,993,291

車両運搬具（純額） 12,975 14,363

土地 2,301,408 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 4,422,522 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 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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（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
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（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) 

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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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

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。  

  

  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

  

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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） 

その他の事
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 
 345,384  331,490  1,521,088  723,723  219,864  3,141,552       3,141,552

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
                     83,103  83,103 (△83,103)      

計  345,384  331,490  1,521,088  723,723  302,968  3,224,656 (△83,103)  3,141,552

営業費用  334,818  346,388  1,259,426  799,046  260,471  3,000,152 (△78,438)  2,921,713

営業利益  10,565  △14,897  261,662  △75,322  42,496  224,503 (△4,664)  219,838

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       2,745,111      

Ⅱ 売上原価      1,800,146      

売上総利益       944,965      

Ⅲ 販売費及び一般管理費      787,027      

営業利益       157,937      

Ⅳ 営業外収益       58,388      

Ⅴ 営業外費用       70,267      

経常利益       146,058      

Ⅵ 特別利益       1,157      

Ⅶ 特別損失       10,015      

税金等調整前中間純利益       137,200      

法人税、住民税及び事業
税  2,000           

法人税等調整額  86,391  88,392      

中間純利益       48,808      
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  137,200

 減価償却費      78,021

 支払利息  56,219

 売上債権の増加額 △104,812

 たな卸資産の増加額 △1,267,731

 仕入債務の増加額  152,646

 その他の増加減少額  45,308

小計 △903,150

 利息及び配当金の受取
額  11,881

 利息の支払額 △56,922

 法人税等の支払額 △1,462

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△949,655

Ⅱ 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             

△939,618

 定期預金の払戻による
収入  1,209,102

 貸付金の貸付による支
出 

△67,199

 貸付金の返済による収
入  28,360

 その他の増加減少額 △40,314

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  190,331

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 短期借入金の純増加減
少額  975,000

 長期借入金の返済によ
る支出 

△72,402

 社債の償還による支出 △200,000

 配当金の支払額 △206,396

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  496,202

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額 

△263,121

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,878,348

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高  1,615,227
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前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19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。 

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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） 

その他の事
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 
 1,018,543  395,776  441,802  700,810  188,179  2,745,111       2,745,111

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
                     8,253  8,253 (△8,253)      

計  1,018,543  395,776  441,802  700,810  196,432  2,753,365 (△8,253)  2,745,111

営業費用  939,130  352,279  402,365  765,163  169,875  2,628,814 (△41,640)  2,587,174

営業利益  79,413  43,496  39,436  △64,353  26,557  124,550 (33,387)  157,937

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

     海外売上高がないため、該当事項はありません。
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