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1.  平成23年5月期第3四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成23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 ％

23年5月期第3四半期 5,717 △26.6 638 △51.3 559 △56.1 342 △56.6
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

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

23年5月期第3四半期 6,633.72 ―
22年5月期第3四半期 15,274.79 ―

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

23年5月期第3四半期 17,233 7,559 43.9 146,510.94
22年5月期 14,920 7,574 50.8 146,787.05

（参考） 自己資本   23年5月期第3四半期  7,559百万円 22年5月期  7,574百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年5月期 ― 2,000.00 ― 4,000.00 6,000.00
23年5月期 ― 3,000.00 ―
23年5月期 

（予想）
3,000.00 6,000.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 11,349 6.6 1,502 △4.5 1,375 △10.6 802 15.0 15,553.67



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取
引法に基づく四半期報告書のレビュー手続を実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、様々な不確定要因によって、実際の業績が上記の予想数
値と異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」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） 23年5月期3Q 53,440株 22年5月期  53,440株
② 期末自己株式数 23年5月期3Q  1,841株 22年5月期  1,841株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期3Q 51,599株 22年5月期3Q 51,599株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累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の改

善が続き、設備投資や個人消費も持ち直しつつあります。 

 新築分譲マンション市場につきましては、雇用・所得環境が不安定さから脱却しつつあるも未だ将来不安が解消

されない一方で、都心を中心とした立地にニーズが高まっております。 

 このような環境の中、当社は再販売物件及び仕掛物件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・販売に特化するために仕入を強化し、販売してまいりました。お陰さまで、仕様・利便

性・価格とも顧客ニーズに合った物件を強化する事ができ“ベルドゥムール両国”のように好評の内に完売を達成

いたしました。 

 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いくととも

に、東日本大震災の影響に十分留意してまいります。 

 当第３四半期連結累計期間における売上高は5,717百万円（前年同期比26.6%減）、営業利益は638百万円（前年

同期比51.3%減）、経常利益は559百万円（前年同期比56.1%減）、四半期純利益は342百万円（前年同期比56.6%

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、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した

ことにより売上高が2,942百万円（前年同期比325.4%増）、セグメント利益525百万円（前年同期は営業利益４百万

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なか、慎重な受注と事業収益を重視したことにより売上高

が189百万円（前年同期比97.1％増）、セグメント利益１百万円（前年同期は営業利益5百万円）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1,113百万円（前年同期比80.7%

減）、セグメント利益153百万円(前年同期は営業利益1,319百万円)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1,099百万

円（前年同期比13.9%増）、セグメント損失25百万円（前年同期は営業損失76百万円）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373百万円（前年同期比40.7%増）、セグ

メント利益214百万円（前年同期は営業利益81百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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2,312百万円増加し、17,233百万円となりました。ま

た、純資産は、7,559百万円となり、自己資本比率は43.9％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 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、2,029百万円の減少となりました。これは税金等調整前四半期純利益568百万円を計上し

ましたが、顧客ニーズに合った仕入を強化したことによるたな卸資産の増加額1,779百万円及び法人税等の支払額

810百万円によるものです。 

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、10百万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55百万円及び

有形固定資産の売却による収入35百万円と、有形固定資産の取得による支出63百万円によるものです。 

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、2,496百万円の増加となりました。これは主に開発事業に係る短期借入金1,404百万円及

び長期借入金1,413百万円の純増加と、配当金321百万円の支払によるものです。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月期の業績予想につきましては、平成22年７月14日に発表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。  

 なお、平成23年３月11日に発生いたしました「東日本大震災」による業績への影響につきましては、開示すべき

事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

 ・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。 

 ・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。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①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）  

  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。 

②表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書） 

   「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３四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。

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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23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22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,859,275 2,435,924

受取手形及び売掛金 66,694 96,175

販売用不動産 1,737,082 2,274,682

仕掛販売用不動産 5,983,057 4,259,536

貯蔵品 79,207 65,722

繰延税金資産 3,476 62,739

その他 447,275 249,908

貸倒引当金 △2,681 △39,812

流動資産合計 11,173,387 9,404,877

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,357,726 1,925,046

車両運搬具（純額） 13,786 10,442

土地 2,642,019 2,547,494

その他（純額） 10,481 12,947

有形固定資産合計 5,024,013 4,495,931

無形固定資産 13,789 13,894

投資その他の資産   

投資有価証券 309,799 328,990

長期貸付金 108,587 97,747

出資金 165,582 165,622

繰延税金資産 334,407 330,841

その他 119,467 106,694

貸倒引当金 △16,001 △23,952

投資その他の資産合計 1,021,843 1,005,944

固定資産合計 6,059,646 5,515,769

資産合計 17,233,033 14,920,647

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 548,957 459,797

短期借入金 5,357,936 2,635,040

未払法人税等 4,071 653,142

完成工事補償引当金 251 600

賞与引当金 12,540 －

その他 464,888 461,981

流動負債合計 6,388,644 4,210,561

固定負債   

長期借入金 2,712,457 2,616,714
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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22年５月31日) 

役員退職慰労引当金 411,046 411,046

退職給付引当金 55,332 53,035

資産除去債務 45,625 －

その他 60,110 55,224

固定負債合計 3,284,571 3,136,020

負債合計 9,673,215 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 4,399,792 4,418,691

自己株式 △88,818 △88,818

株主資本合計 7,575,814 7,594,714

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,996 △20,648

評価・換算差額等合計 △15,996 △20,648

純資産合計 7,559,817 7,574,065

負債純資産合計 17,233,033 14,920,647

リベレステ㈱　（8887）　平成23年5月期　第3四半期決算短信

5



（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21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 7,788,728 5,717,298

売上原価 4,879,800 3,622,897

売上総利益 2,908,927 2,094,401

販売費及び一般管理費 1,598,925 1,456,020

営業利益 1,310,001 638,380

営業外収益   

受取利息 5,343 4,187

受取配当金 1,078 1,078

受取賃貸料 54,986 24,018

受取手数料 23,896 14,967

その他 36,423 24,621

営業外収益合計 121,728 68,872

営業外費用   

支払利息 89,901 99,104

投資事業組合運用損 30,322 16,215

その他 38,117 32,718

営業外費用合計 158,340 148,038

経常利益 1,273,389 559,214

特別利益   

固定資産売却益 － 6,096

貸倒引当金戻入額 － 5,753

家賃保証引当金戻入益 137,855 －

その他 1,524 399

特別利益合計 139,380 12,249

特別損失   

固定資産除却損 873 7

固定資産売却損 4,667 590

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 5,541 2,658

税金等調整前四半期純利益 1,407,228 568,804

法人税、住民税及び事業税 607,126 172,896

法人税等調整額 11,937 53,614

法人税等合計 619,063 226,511

少数株主損益調整前四半期純利益 － 342,293

四半期純利益 788,164 342,293
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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21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23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 1,407,228 568,804

減価償却費 129,638 128,884

無形固定資産償却費 1,893 2,309

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,202 2,296

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △305 △349

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,534 △35,034

家賃保証引当金の増減額（△は減少） △137,855 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,150 12,540

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,060

受取利息及び受取配当金 △6,421 △5,265

支払利息 89,901 99,104

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） 1,646 1,859

投資事業組合運用損益（△は益） 29,937 15,989

有形固定資産売却損益（△は益） 4,667 △5,505

有形固定資産除却損 873 7

売上債権の増減額（△は増加） 61,591 29,480

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,471,576 △1,779,663

その他の流動資産の増減額（△は増加） △148,516 △203,933

仕入債務の増減額（△は減少） 633,234 89,160

その他の流動負債の増減額（△は減少） 30,786 △47,927

その他の固定負債の増減額（△は減少） △4,016 5,236

小計 629,526 △1,119,943

利息及び配当金の受取額 7,060 5,786

利息の支払額 △83,460 △104,200

法人税等の支払額 △208,197 △810,752

営業活動によるキャッシュ・フロー 344,929 △2,029,110

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 △902,400 △848,500

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 △7,756 △63,327

有形固定資産の売却による収入 23,373 35,338

無形固定資産の取得による支出 △13,802 △2,204

投資事業組合からの分配による収入 4,900 12,317

投資有価証券の取得による支出 △25,000 △4,240

投資有価証券の売却による収入 1,000 －

貸付けによる支出 △88,000 △114,914

貸付金の回収による収入 36,207 105,338

その他 8,816 △12,740
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,161 10,568

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） △145,025 1,404,900

長期借入れによる収入 730,000 1,985,000

長期借入金の返済による支出 △183,248 △571,261

配当金の支払額 △361,193 △321,745

財務活動によるキャッシュ・フロー 40,534 2,496,893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 327,302 478,350

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 2,012,358 2,010,775
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  前第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・管理及び不動産の売買仲介等 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

  前第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） 

 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） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

〔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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28日） 

（単位：千円）

（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）  

 （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） 

 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。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

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 
 2,942,047 189,607 1,113,260 1,099,304  5,344,220  373,077 5,717,298

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

    ―     ―     ― 4,995  4,995  88,089 93,085

計  2,942,047 189,607 1,113,260 1,104,300  5,349,216  461,167 5,810,383

セグメント利益又

はセグメント損失

（△） 

 525,815 1,816 153,828 △25,509  655,951  214,730 870,681

利益 金額 

報告セグメント計 655,951

「その他」の区分の利益 214,730

セグメント間取引消去 △27,053

全社費用（注） △205,248

四半期連結損益計算書の営業利益 638,380

（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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