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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２四半期連結
累計期間

第33期
第２四半期連結
累計期間

第32期
第２四半期連結
会計期間

第33期
第２四半期連結
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
11月30日

自平成22年
６月１日
至平成22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22年
９月１日
至平成22年
11月30日

自平成21年
６月１日
至平成22年
５月31日

売上高（千円） 5,143,8774,790,3201,962,1101,899,01410,644,437

経常利益（千円） 879,617 669,486 228,365 240,4241,546,014

四半期（当期）純利益（千円） 577,015 392,053 136,085 156,554 698,143

純資産額（千円） ― ― 7,570,5297,770,4797,574,065

総資産額（千円） ― ― 15,346,27115,657,24914,920,647

１株当たり純資産額（円） ― ― 146,718.53150,593.61146,787.05

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
11,182.697,598.082,637.373,034.0513,530.18

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（％） ― ― 49.3 49.6 50.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△355,114△22,069 ― ― 822,965

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△12,345 32,813 ― ― △70,850

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
157,172 866,875 ― ― △904,746

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
― ― 1,474,7682,410,0441,532,424

従業員数（人） ― ― 37 35 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．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22年11月30日現在

従業員数（人） 35 (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22年11月30日現在

従業員数（人） 32 (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９月１日～平成22年11月30日）施工高

セグメントの名称
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 1,032,765 ― 699,202 ― 380,922 ― 1,351,044 ―

建築

事業

建築工事 ― ― 7,846 ― 7,846 ― ― ―

型枠工事 79,300 ― 58,597 ― 53,868 ― 84,029 ―

合計 79,300 ― 66,443 ― 61,714 ― 84,029 ―

　（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２四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 2,466 ― 7,982 ― 10,163 ― 285 ―

型枠工事 206,100 ― 46,730 ― 57,460 ― 195,370 ―

合計 208,566 ― 54,713 ― 67,624 ― 195,655 ―

　（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２四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２四半期連結会計期間

（平成22年９月１日～平成22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 425,687 ― 22.4

戸建分譲住宅 100,637 ― 5.3

計 526,324 ― 27.7

建築事業

建築工事 10,163 ― 0.5

型枠工事 57,460 ― 3.0

計 67,624 ― 3.5

不動産販売事業 687,266 ― 36.2

ホテル事業 440,049 ― 23.2

　報告セグメント計  1,721,265 ― 90.6

その他事業 177,748 ― 9.4

合計 1,899,014 ― 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足立扇 16 5 11 8　　 10 6 3 3

BD与野駅前 ― ― ― 11　　 10 10 1 9

BD両国 ― ― ― 32　　 0 32 32 0

BD横須賀浦賀 ― ― ― 6　　 0 15 6 9

BF藤代桜ヶ丘Ｎｅｘｔ2期3次 1 1 0 0 0 1 1 0

BF泉ビレジ８期 1 0 1 1 1 ― ― ―

BF泉ビレジ９期 4 0 4 4 2 2 2 0

BF鎌ヶ谷６期 3 0 3 1 0 3 1 2

BF藤代桜ヶ丘Ｎｅｘｔ2期4次 4 0 4 1 1 3 0 3

アヴェニュー佐久平 2 0 2 1 1 1 0 1

合計 31 6 25 65 25 73 46 27

　（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。

           

 　　　 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 49 (123) 49 1 48 0 12 12 37 36

アヴェニュー佐久平 145 (218) 145 1 144 0 1 1 144 143

ヴァンデュール西軽井沢 9 (87)　 9 2 7 1 4 5 5 4

アドバンスステージ飯能 1 (13) 1 1 0 0 0 1 ― ―

ダイアパレス花園公園 9 (13)　 9 2 7 0 5 6 3 2

その他　 80 (145) 80 0 80 10 5 4 86 85

合計 293 (599) 293 7 286 11 27 29 275 270

  （注）1.  販売戸数欄内の（　）内書きは、総戸数であります。

　      2.  上記中表中の当四半期の「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。

　

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。
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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22年９月１日～平成22年11月30日)における我が国経済は、企業収益は改善し

設備投資も持ち直しており、雇用環境は依然として厳しいものの持ち直しつつあります。また、個人消費について

も将来不安から一部に弱い動きが見られるものの全体として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、購入者側としては、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。また、供給側としては、財

務体質が脆弱なデベロッパーの淘汰がようやく終焉を迎えつつあります。

     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、都心を中心としたニーズ

に対し、当社のドメインである「ものづくり」のノウハウを更に強化する事で、低価格ながらも付加価値のある物

件を中心に供給しました。その結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績予想に対し、売上高で130百万円（2.8%

増）、営業利益で50百万円（7.7%増）、経常利益で63百万円（10.4%増）、四半期純利益で40百万円（11.6%増）、そ

れぞれ上回りました。

　　 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1,899百万円(前年同期比3.2%減)、営業利益は260百万円(前年同期比

17.4%増)、経常利益は240百万円(前年同期比5.3%増)、四半期純利益は156百万円(前年同期比15.0%増)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２四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526百万円（前年同期比116.2%増）、セグメント利益73百万円（前年同期は営業利益

5百万円）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67百万円（前年同期比87.0%増）、セグメント損失2百万円（前年同期は営業利益4百万円）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687百万円（前年同期比45.2%

減）、セグメント利益114百万円（前年同期は営業利益152百万円）となりました。

④ホテル事業

　ホテル事業につきましては、計画どおり前期比に対して集客は確保できたものの、売上高が440百万円（前年同期

比25.2%増）、セグメント利益39百万円（前年同期は営業損失9百万円）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177百万円（前年同期比133.4%増）、セグ

メント利益113百万円（前年同期は営業利益90百万円）となりました。

(２) 財政状態の分析　

　　　　 当第２四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736百万円増加し、15,657百万円となりました。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540百万円増加し、7,886百万円となりました。また、純資産は、

前連結会計年度末に比べ196百万円増加し、7,770百万円となりました。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49.6％となりました。
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　　(３) キャッシュ・フローの状況　

　　　　 当第２四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。）は、前連結会計年度末比877百

万円増加し、2,410百万円となりました。　

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、239百万円の減少（前年同期は1,957百万円の減少）となりました。これは主に税金等調

整前四半期純利益234百万円を計上しましたが、たな卸資産が527百万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、80百万円の減少（前年同期は20百万円の減少）となりました。これは主に貸付による純

支出額55百万円及び定期預金の預入れ14百万円によるものです。

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、461百万円の減少（前年同期は1,698百万円の増加）となりました。これは主に長期借入

による純収入40百万円がありましたが、短期借入金の純減少459百面円及び配当金の支払額42百万円によるもので

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22年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23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

大阪証券取引所

    JASDAQ

　　（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９月１日

～平成22年11月30日
― 53,440 ― 1,646,765 ― 1,618,075
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（６）【大株主の状況】

 平成22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

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

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8-11 669 1.25

株式会社　SBI証券 東京都港区六本木１丁目6-1 593 1.11

リベレステ従業員持株会 埼玉県草加市金明町389番地１ 534 1.00

計 － 27,010 50.54

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22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22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
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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 ９月 10月 11月

最高（円） 119,000105,00093,00092,30098,00095,700

最低（円） 95,80087,80088,00088,10089,50090,000

　（注）　最高・最低株価は平成22年10月12より大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、それ以前は　

大阪証券証券取引所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）及び前第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22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年６月１日から

平成22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21年９月１日から平

成21年11月30日まで）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年６月１日から平成22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。
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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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,234,044 2,435,924

受取手形及び売掛金 62,692 96,175

販売用不動産 1,175,652 2,274,682

仕掛販売用不動産 4,792,893 4,259,536

貯蔵品 59,717 65,722

繰延税金資産 17,005 62,739

その他 235,406 249,908

貸倒引当金 △2,707 △39,812

流動資産合計 9,574,705 9,404,877

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※4
 2,407,582

※4
 1,925,046

車両運搬具（純額） 11,527 10,442

土地 ※4
 2,643,586

※4
 2,547,494

その他（純額） 11,339 12,947

有形固定資産合計 ※1
 5,074,036

※1
 4,495,931

無形固定資産 14,558 13,894

投資その他の資産

投資有価証券 313,462 328,990

長期貸付金 105,212 97,747

出資金 165,582 165,622

繰延税金資産 314,205 330,841

その他 119,391 106,694

貸倒引当金 △23,905 △23,952

投資その他の資産合計 993,949 1,005,944

固定資産合計 6,082,544 5,515,769

資産合計 15,657,249 14,920,647

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 408,975 459,797

短期借入金 4,237,136 2,635,040

未払法人税等 215,071 653,142

完成工事補償引当金 152 600

その他 382,604 461,981

流動負債合計 5,243,938 4,210,561

固定負債

長期借入金 2,081,499 2,616,714

役員退職慰労引当金 411,046 411,046
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年５月31日)

退職給付引当金 56,506 53,035

資産除去債務 45,508 －

その他 48,270 55,224

固定負債合計 2,642,830 3,136,020

負債合計 7,886,769 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 4,604,349 4,418,691

自己株式 △88,818 △88,818

株主資本合計 7,780,371 7,594,714

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △9,891 △20,648

評価・換算差額等合計 △9,891 △20,648

純資産合計 7,770,479 7,574,065

負債純資産合計 15,657,249 14,920,647

EDINET提出書類

リベレステ株式会社(E03989)

四半期報告書

14/28



（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21年６月１日
　至　平成21年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22年11月30日)

売上高 5,143,877 4,790,320

売上原価 3,203,185 3,028,397

売上総利益 1,940,692 1,761,923

販売費及び一般管理費 ※
 1,047,366

※
 1,047,065

営業利益 893,325 714,858

営業外収益

受取利息 3,583 2,704

受取配当金 1,078 1,078

受取手数料 17,516 11,156

受取賃貸料 30,097 10,475

匿名組合投資利益 － 12,472

その他 32,770 8,166

営業外収益合計 85,046 46,053

営業外費用

支払利息 57,945 63,110

投資事業組合運用損 17,660 13,053

その他 23,148 15,262

営業外費用合計 98,755 91,426

経常利益 879,617 669,486

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 5,706

家賃保証引当金戻入益 137,855 －

その他 1,774 498

特別利益合計 139,629 6,204

特別損失

固定資産除却損 873 7

固定資産売却損 － 582

投資有価証券評価損 10,688 10,377

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 11,561 13,028

税金等調整前四半期純利益 1,007,684 662,662

法人税、住民税及び事業税 409,369 208,774

法人税等調整額 21,299 61,834

法人税等合計 430,669 270,608

少数株主損益調整前四半期純利益 － 392,053

四半期純利益 577,015 392,053
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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21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成22年11月30日)

売上高 1,962,110 1,899,014

売上原価 1,300,869 1,151,412

売上総利益 661,241 747,601

販売費及び一般管理費 ※
 439,092

※
 486,831

営業利益 222,149 260,770

営業外収益

受取利息 1,610 1,440

受取配当金 135 135

受取手数料 － 4,181

受取賃貸料 24,322 6,243

その他 29,738 4,337

営業外収益合計 55,805 16,338

営業外費用

支払利息 27,674 32,281

その他 21,914 4,402

営業外費用合計 49,589 36,683

経常利益 228,365 240,424

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 5,265

特別利益合計 － 5,265

特別損失

固定資産除却損 751 7

固定資産売却損 － 582

投資有価証券評価損 10,688 10,377

特別損失合計 11,440 10,968

税金等調整前四半期純利益 216,925 234,721

法人税、住民税及び事業税 86,981 44,178

法人税等調整額 △6,141 33,989

法人税等合計 80,839 78,167

少数株主損益調整前四半期純利益 － 156,554

四半期純利益 136,085 156,554
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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21年６月１日
　至　平成21年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22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 1,007,684 662,662

減価償却費 87,683 86,467

無形固定資産償却費 902 1,539

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） 3,412 3,471

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △440 △448

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,713 △37,152

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 △4,661 △3,782

支払利息 57,945 63,110

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 9,688 10,377

為替差損益（△は益） 2,340 1,407

投資事業組合運用損益（△は益） 17,092 12,695

有形固定資産売却損益（△は益） － 582

有形固定資産除却損 1,105 7

売上債権の増減額（△は増加） 77,137 33,483

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,400,429 △9,380

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,684 8,916

仕入債務の増減額（△は減少） 34,914 △50,822

その他の流動負債の増減額（△は減少） 90,167 △94,463

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,289 △6,720

小計 △164,999 684,011

利息及び配当金の受取額 5,334 4,317

利息の支払額 △60,008 △70,046

法人税等の支払額 △135,440 △640,352

営業活動によるキャッシュ・フロー △355,114 △22,069

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 △899,100 △824,000

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 △6,348 △56,246

有形固定資産の売却による収入 － 17,564

無形固定資産の取得による支出 △13,285 △2,204

投資事業組合からの分配による収入 4,900 6,579

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 － △97,800

貸付金の回収による収入 11,579 102,326

その他 9,408 △12,664

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,345 32,813
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22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） 363,375 626,100

長期借入れによる収入 180,000 835,000

長期借入金の返済による支出 △128,208 △394,219

配当金の支払額 △257,995 △200,005

財務活動によるキャッシュ・フロー 157,172 866,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △210,287 877,620

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 ※
 1,474,768

※
 2,410,044
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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22年６月１日
至　平成22年11月30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）

　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２四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年11月30日）

（四半期連結損益計算書関係）

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２四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「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２四半期連結累計期間では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「匿名組合投資利益」は791千円であります。

３．前第２四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」

は、特別利益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では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特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は759千円であります。

 

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

（四半期連結損益計算書関係）

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２四半期連結会計期間では、「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２四半期連結会計期間において、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２四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２

四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取手数料」は8,247千円であります。

 

　　

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22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。 
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【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２四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年11月30日）

 該当事項はありません。

　

【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22年11月30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 1,499,934千円 ※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（139人） 430,090千円 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 10,934千円 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２四半期連結累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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22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 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

販売手数料 166,035千円

販売促進費 175,183千円

広告宣伝費 45,470千円

役員報酬 63,659千円

給料手当 64,022千円

減価償却費 64,909千円

水道光熱費 71,856千円

 

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22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 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

販売手数料 50,105千円

販売促進費 74,522千円

広告宣伝費 22,585千円

役員報酬 37,687千円

給料手当 32,203千円

減価償却費 30,914千円

水道光熱費 39,756千円
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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21年６月１日
至　平成21年11月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22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21年11月30日現在） （平成22年11月30日現在）

 （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
 

 （千円）

　現金及び預金勘定 3,234,044

　預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△824,000

　現金及び現金同等物 2,410,044
 

 

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年６月１日　至　

平成22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２四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22年12月24日

取締役会
普通株式 154,797 3,000平成22年11月30日平成23年１月31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

21/28



（セグメント情報等）

【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

　

前第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。
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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２四半期連結累計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年11月30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 2,688,806　 122,225　 981,322　 714,725　 4,507,079　 283,241　 4,790,320　

セグメント間の内部

売上高又は振替高
    ―　     ―　     ―　 3,627　 3,627　 57,222　 60,849　

計 2,688,806　 122,225　 981,322　 718,352　 4,510,706　 340,464　 4,851,170　

セグメント利益又はセ

グメント損失（△）
559,217　 1,821　 143,943　 △17,847　 687,135　 166,635　 853,770　

　

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30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 526,324　 67,624　 687,266　 440,049　 1,721,265　 177,748　 1,899,014　

セグメント間の内部

売上高又は振替高
    ―　     ―　     ―　 1,480　 1,480　 31,579　 33,059　

計 526,324　 67,624　 687,266　 441,529　 1,722,745　 209,328　 1,932,073　

セグメント利益又はセ

グメント損失（△）
73,932　 △2,273　 114,509　 39,988　 226,157　 113,940　 340,097　

  （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。　
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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）　

　　当第２四半期連結累計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年11月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 687,135　

「その他」の区分の利益 166,635　

セグメント間取引消去 △2,754　

全社費用（注） △136,158

四半期連結損益計算書の営業利益 714,858　

　

　　当第２四半期連結会計期間（自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 226,157　

「その他」の区分の利益 113,940　

セグメント間取引消去 △4,114　

全社費用（注） △75,212

四半期連結損益計算書の営業利益 260,770　

（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27日）を適用しております。

　

（金融商品関係）

　　　　当第２四半期連結会計期間末（平成22年11月30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２四半期連結会計期間末（平成22年11月30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。　
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（１株当たり情報）

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22年11月30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 150,593.61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）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年11月30日）

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。

１株当たり四半期純利益金額 7,598.08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21年６月１日
至　平成21年11月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年11月30日）

四半期純利益（千円） 577,015 392,053

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） 577,015 392,053

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21年９月１日
至　平成21年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

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。

１株当たり四半期純利益金額 3,034.05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21年９月１日
至　平成21年11月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

四半期純利益（千円） 136,085 156,554

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） 136,085 156,554

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22年12月24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……………………………………………154,797千円

　（ロ）１株当たりの金額………………………………………3,000円00銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………………平成23年１月31日

（注）　平成22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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23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 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２四半期連結会計期間（平成22年９月１日から平成22

年11月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年６月１日から平成22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22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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