
平成22年5月期 第3四半期決算短信 

平成22年4月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 リベレステ 株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 8887 URL http://www.riberesute.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 河合 純二

問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役 （氏名） 樋口 文雄 TEL 048-944-1849
四半期報告書提出予定日 平成22年4月13日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年5月期第3四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成22年2月28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 ％

22年5月期第3四半期 7,788 38.5 1,310 127.0 1,273 159.7 788 178.4
21年5月期第3四半期 5,622 46.6 577 235.1 490 244.7 283 559.6

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

22年5月期第3四半期 15,274.79 ―

21年5月期第3四半期 5,487.60 ―

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

22年5月期第3四半期 16,103 7,667 47.6 148,595.51
21年5月期 14,340 7,241 50.5 140,335.62

（参考） 自己資本  22年5月期第3四半期  7,667百万円 21年5月期  7,241百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― ― ― 5,000.00 5,000.00
22年5月期 ― 2,000.00 ―

22年5月期 
（予想）

4,000.00 6,000.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22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 10,358 12.7 1,602 51.6 1,457 56.0 901 151.0 17,469.69
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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、4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、その他特記事項 

本資料に掲載されている資料は業績見通し等の将来に関する記述は、当社が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。 

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） 22年5月期第3四半期 53,440株 21年5月期 53,440株

② 期末自己株式数 22年5月期第3四半期 1,841株 21年5月期 1,841株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第3四半期 51,599株 21年5月期第3四半期 51,599株
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 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融市場の混乱に伴う景気の低迷が続きましたが、

政府による景気刺激策や新興国需要が追い風となり、一部では景気回復の兆しが見られるるものの、円高やデフレ

要因は改善されず、企業の設備投資、個人消費、雇用環境は依然として厳しい状況で推移しており、海外景気の下

振れ懸念、デフレや金融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、引き続き不動産販売事業を中心に資本回転率を高めてまいりま

す。また、当該戦略の下当社の「ものづくり」の資源を利用し、都心における仕掛不動産及び開発用不動産の開発

を開始いたしました。現在は来期以降の売上高及び利益を確保すべく在庫獲得に注力しております。 

 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３四半期連結累計期間における売上高は7,788百万円（前年同期比38.5%増）、営業利益は1,310百万円（前年

同期比127.0%増）、経常利益は1,273百万円（前年同期比159.7%増）、四半期純利益は788百万円（前年同期比

178.4%増）となりました。 

 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691百万円（前年同期比43.7%増）、営業利益4百万円（前年同期は営業利益0.7百万円）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96百万円（前年同期比77.7%減）、営業利益5百万円（前年同期は営業損失18百万円）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、再販物件の販売が順調に推移しており、売上高が5,770百万円（前年同期比

82.1%増）、営業利益1,319百万円（前年同期は営業利益559百万円）となりました。 

④ ホテル事業 

 ホテル事業におきましては、集客は前期より増加しておりますが当期計画に対しては未達となったことにより売

上高が965百万円（前年同期比19.2%減）、営業損失76百万円（前年同期は営業損失50百万円）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265百万円（前年同期比23.4%減）、営業

利益81百万円（前年同期は営業損失111百万円）となりました。 

  

 当第３四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,763百万円増加し、16,103百万円となりました。ま

た、純資産は、7,667百万円となり、自己資本比率は47.6％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 以上の結果、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。）の残高は、前

連結会計年度末比327百万円増加し、2,012百万円となりました。 

 当第３四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あます。 

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、344百万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1,407百万円の計上及

び仕入債務633百万円の増加と、たな卸資産1,471百万円の増加及び家賃保証引当金137百万円の減少等によるもので

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、58百万円の減少となりました。これは貸付金51百万円の増加等によるものです。 

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、40百万円の増加となりました。これは不動産販売事業に係る長期借入金546百万円の増加

と、短期借入金145百万円の減少及び配当金361百万円の支払いによるものです。 

  

 平成22年５月期の通期（平成21年６月１日～平成22年５月31日）の業績予想につきましては、平成22年１月13日

に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

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。 

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

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
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② 繰延税金資産の回収可能性の判断  

 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。  

  

 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３四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。 

  

（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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,914,758 2,589,556 

受取手形及び売掛金 81,096 142,687 

販売用不動産 2,116,915 3,678,270 

仕掛販売用不動産 4,749,984 1,755,966 

貯蔵品 72,957 77,301 

繰延税金資産 42,073 13,399 

その他 362,705 153,465 

貸倒引当金 △1,569 △983 

流動資産合計 10,338,920 8,409,663 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,143,752 2,238,912 

車両運搬具（純額） 12,126 18,345 

土地 2,610,669 2,606,506 

建設仮勘定 － 110 

その他（純額） 14,581 20,686 

有形固定資産合計 4,781,130 4,884,561 

無形固定資産 14,663 2,754 

投資その他の資産   

投資有価証券 335,311 347,306 

長期貸付金 102,308 122,300 

出資金 165,622 165,622 

繰延税金資産 326,229 367,097 

その他 64,467 73,412 

貸倒引当金 △24,685 △31,805 

投資その他の資産合計 969,254 1,043,934 

固定資産合計 5,765,048 5,931,250 

資産合計 16,103,969 14,340,914 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 752,476 119,242 

短期借入金 3,968,143 4,074,129 

未払法人税等 545,071 146,142 

完成工事補償引当金 431 737 

賞与引当金 9,150 － 

その他 410,023 379,236 

流動負債合計 5,685,296 4,719,487 

固定負債   

長期借入金 2,228,891 1,721,178 

役員退職慰労引当金 411,046 411,046 

退職給付引当金 52,652 47,450 

家賃保証引当金 － 137,855 

その他 58,703 62,719 

固定負債合計 2,751,293 2,380,249 

負債合計 8,436,589 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 4,508,712 4,081,740 

自己株式 △88,818 △88,818 

株主資本合計 7,684,734 7,257,763 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,354 △16,585 

評価・換算差額等合計 △17,354 △16,585 

純資産合計 7,667,379 7,241,177 

負債純資産合計 16,103,969 14,340,914 
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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）

前第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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 5,622,719 7,788,728 

売上原価 3,554,370 4,879,800 

売上総利益 2,068,348 2,908,927 

販売費及び一般管理費 1,491,192 1,598,925 

営業利益 577,156 1,310,001 

営業外収益   

受取利息 16,377 5,343 

受取配当金 1,106 1,078 

受取賃貸料 54,182 54,986 

受取手数料 28,471 23,896 

その他 19,190 36,423 

営業外収益合計 119,328 121,728 

営業外費用   

支払利息 112,696 89,901 

投資事業組合運用損 30,316 30,322 

その他 63,145 38,117 

営業外費用合計 206,158 158,340 

経常利益 490,326 1,273,389 

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 828 1,524 

特別利益合計 1,933 139,380 

特別損失   

固定資産除却損 103 873 

固定資産売却損 13,016 4,667 

構築物移設費用 55,857 － 

特別損失合計 68,977 5,541 

税金等調整前四半期純利益 423,283 1,407,228 

法人税、住民税及び事業税 25,292 607,126 

法人税等調整額 114,835 11,937 

法人税等合計 140,128 619,063 

四半期純利益 283,154 788,164 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22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 1,407,228 

減価償却費 115,457 129,638 

無形固定資産償却費 839 1,893 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,233 5,202 

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 △305 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,939 △6,534 

家賃保証引当金の増減額（△は減少） 75,320 △137,855 

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,100 9,150 

受取利息及び受取配当金 △17,483 △6,421 

支払利息 112,696 89,901 

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） 1,883 1,646 

投資事業組合運用損益（△は益） 30,768 29,937 

有形固定資産売却損益（△は益） 11,911 4,667 

有形固定資産除却損 56 873 

売上債権の増減額（△は増加） △41,603 61,591 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,205,187 △1,471,576 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △47,189 △148,516 

仕入債務の増減額（△は減少） 22,407 633,234 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 49,258 30,786 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △17,079 △4,016 

小計 △493,444 629,526 

利息及び配当金の受取額 17,868 7,060 

利息の支払額 △116,480 △83,460 

法人税等の支払額 △5,302 △208,197 

営業活動によるキャッシュ・フロー △597,358 344,929 

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 △902,400 

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 △116,344 △7,756 

有形固定資産の売却による収入 7,099 23,373 

無形固定資産の取得による支出 － △13,802 

投資事業組合からの分配による収入 20,799 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 △159,455 △88,000 

貸付金の回収による収入 162,575 36,207 

出資金の払込による支出 △100,000 － 

リベレステ㈱（8887）　平成22年5月期　第3四半期決算短信

8



（単位：千円）

前第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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

出資金の回収による収入 710 － 

その他 △7,734 8,816 

投資活動によるキャッシュ・フロー △201,248 △58,161 

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 △145,025 

長期借入れによる収入 300,000 730,000 

長期借入金の返済による支出 △96,536 △183,248 

配当金の支払額 △154,797 △361,193 

財務活動によるキャッシュ・フロー 849,667 40,534 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 51,059 327,302 

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 1,257,270 2,012,358 
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 該当事項はありません。 

  

  前第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３四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日）  

（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・管理及び不動産の販売・売買仲介等 

  

  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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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 
 481,143  430,868  3,169,644  1,194,886  346,175  5,622,719     ―  5,622,719

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

   ― ― ―  5,451  12,601  18,053 (18,053)    ― 

計  481,143  430,868  3,169,644  1,200,338  358,777  5,640,772 (18,053)  5,622,719

営業利益又は営業

損失（△） 
 723  △18,990  559,084  △50,074  △111,212  379,529  197,626  577,156

  
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 
 691,515  96,185  5,770,699  965,235  265,092  7,788,728     ―  7,788,728

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

   ― ― ―  5,944  5,364  11,308 (11,308)    ― 

計  691,515  96,185  5,770,699  971,179  270,456  7,800,036 (11,308)  7,788,728

営業利益又は営業

損失（△） 
 4,479  5,857  1,319,134  △76,534  81,972  1,334,909  (24,908)  1,310,001

〔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
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