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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37期

第２四半期累計期間
第38期

第２四半期累計期間
第37期

会計期間
自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日

自 平成27年６月１日
至 平成27年11月30日

自 平成26年６月１日
至 平成27年５月31日

売上高（千円） 4,493,359 4,247,729 7,501,839

経常利益（千円） 729,424 807,669 1,162,844

四半期(当期)純利益（千円） 470,455 537,583 1,645,193

持分法を適用した場合の投資利益
（千円）

― ― ―

資本金（千円） 2,000,792 2,000,792 2,000,792

発行済株式総数（株） 12,619,800 12,619,800 12,619,800

純資産額（千円） 9,699,164 10,308,966 10,692,460

総資産額（千円） 16,047,745 16,244,819 16,583,714

１株当たり四半期（当期）純利益金額
（円）

37.28 43.90 130.37

潜在株式調整後１株当たり四半期（当
期）純利益金額（円）

― ― ―

１株当たり配当額（円） 15 15 40

自己資本比率（％） 60.4 63.5 64.5

営業活動による
キャッシュ・フロー（千円）

100,119 △562,090 1,210,029

投資活動による
キャッシュ・フロー（千円）

85,149 △148,442 1,874,643

財務活動による
キャッシュ・フロー（千円）

△909,683 △64,868 △2,244,583

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高（千円）

3,684,518 4,473,866 5,250,073
 

　

回次
第37期

第２四半期会計期間
第38期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成26年９月１日
至 平成26年11月30日

自 平成27年９月１日
至 平成27年11月30日

１株当たり四半期純利益金額（円） 28.23 40.88
 

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．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。

３．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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。

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。　
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、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。　

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。　

 

(１) 業績の状況　

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益は総じて改善しており、個人消費は底堅い動きとなってお

り、当社の属する建築・不動産業界につきましても、持ち直しに向かうと見込まれております。

このような環境の中、当社のコアビジネスである開発事業及び不動産販売事業について、前年に引き続き実需及び

投資用としてニーズの高い都心の物件を中心として、事業展開いたしました。

これらの結果、当第２四半期累計期間における売上高は4,247百万円（前年同期比5.5％減）、営業利益は730百万

円（前年同期比17.5％増）、経常利益は807百万円（前年同期比10.7％増）となり、四半期純利益は537百万円（前年

同期比14.3％増）となりました。

セグメントの業績は次のとおりです。

①開発事業

開発事業につきましては、当第２四半期における完成物件の引渡しが順調に進んだことから、分譲マンション等の

販売により売上高が3,409百万円（前年同期比14.7％増）、セグメント利益が726百万円（前年同期比41.0％増）とな

りました。

②建築事業

建築事業につきましては、型枠工事を主体として売上高が108百万円（前年同期比50.7％減）、セグメント損失が4

百万円（前年同期はセグメント利益36百万円）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、一般不動産の販売により売上高が630百万円（前年同期比417.2％増）、セグメン

ト利益が106百万円（前年同期はセグメント損失15百万円）となりました。

④その他事業

その他事業につきましては、賃貸住宅の仲介・管理及び不動産の売買仲介等を中心に売上高が98百万円（前年同期

比41.3％減）、セグメント利益が41百万円（前年同期比59.8％減）となりました。
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(２) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期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、前事業年度末比776百万円減少

し、4,473百万円となりました。

当第２四半期累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

当第２四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益806百万円を計上したものの、た

な卸資産の増加、仕入債務の減少及び法人税等の支払などにより562百万円の支出となり、前年同期と比べ662百万円

の支出増加となりました。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期における投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の貸付等により148百万円の支出となり、前年

同期と比べ233百万円の支出増加となりました。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期における財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入がありましたが、自己株式の

取得及び配当金の支払いにより64百万円の支出となり、前年同期と比べ844百万円の支出減少となりました。

 

(３) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(４) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【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 16,000,000

計 16,000,000
 

 

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27年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年１月13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 12,619,800 12,619,800
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数は100株でありま
す。

計 12,619,800 12,619,800 ― ―
 

 

(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27年９月１日
～平成27年11月30日

― 12,619,800 ― 2,000,792　 ― 1,972,101
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(6) 【大株主の状況】

平成27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 2,668,400 21.14

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10－８ 310,000 2.45

河合　信和 千葉県浦安市 265,000 2.09

株式会社　ジャフコ 東京都千代田区大手町１丁目５－１ 242,000 1.91

山本　和典 茨城県水戸市 226,700 1.79

河合　純二 埼玉県越谷市 224,000 1.77

東京東信用金庫 東京都墨田区東向島２丁目36－10 200,200 1.58

リベレステ従業員持株会 埼玉県草加市金明町389番地１ 111,300 0.88

野村證券　株式会社 東京都中央区日本橋１丁目9-1 89,700 0.71

岡三証券　株式会社 東京都中央区日本橋１丁目17-6 89,300 0.70

計 ― 4,426,600 35.07
 

（注）上記のほか当社所有の自己株式770,000株（6.10％）があります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成27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 770,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

11,847,400
118,474 ―

単元未満株式
普通株式

2,400
― ―

発行済株式総数 12,619,800 ― ―

総株主の議決権 ― 118,474 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成27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

770,000 ― 770,000 6.10

計 ― 770,000 ― 770,000 6.10
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）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、第２四半期会計期間（平成27年９月１日から平成27年

11月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成27年６月１日から平成27年11月30日まで）に係る四半期財務諸表につ

いて、優成監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

「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）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成27年５月31日)
当第２四半期会計期間
(平成27年11月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,878,073 5,107,866

  受取手形及び売掛金 17,680 12,161

  販売用不動産 1,979,804 3,994,120

  仕掛販売用不動産 3,635,684 2,142,825

  貯蔵品 33,703 33,945

  繰延税金資産 60,385 29,253

  その他 1,407,694 1,411,435

  貸倒引当金 △28,559 △31,652

  流動資産合計 12,984,466 12,699,956

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 506,519 497,508

   車両運搬具（純額） 21,823 17,834

   土地 2,250,766 2,252,191

   その他（純額） 958 792

   有形固定資産合計 2,780,068 2,768,327

  無形固定資産 4,791 4,603

  投資その他の資産   

   投資有価証券 408,723 380,083

   関係会社株式 133,265 133,265

   出資金 65,592 65,592

   長期貸付金 87,108 69,280

   繰延税金資産 43,248 50,507

   その他 129,167 122,811

   貸倒引当金 △35,879 △32,769

   投資損失引当金 △16,837 △16,837

   投資その他の資産合計 814,387 771,932

  固定資産合計 3,599,247 3,544,863

 資産合計 16,583,714 16,244,819

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※3  364,116 129,981

  短期借入金 1,490,000 2,740,000

  1年内返済予定の長期借入金 951,100 74,440

  1年内償還予定の社債 340,000 478,000

  未払法人税等 740,000 259,000

  完成工事補償引当金 449 1,802

  その他 616,507 494,980

  流動負債合計 4,502,173 4,178,205

 固定負債   

  社債 570,000 952,000

  長期借入金 199,084 162,864

  役員退職慰労引当金 411,046 411,046

  退職給付引当金 74,976 78,761

  債務保証損失引当金 4,148 3,791

  資産除去債務 47,674 47,923

  その他 82,151 101,260

  固定負債合計 1,389,080 1,757,647
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 負債合計 5,891,253 5,935,853

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,000,792 2,000,792

  資本剰余金 2,018,237 2,018,237

  利益剰余金 6,648,005 6,870,093

  自己株式 - △608,300

  株主資本合計 10,667,035 10,280,823

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 25,424 28,143

  評価・換算差額等合計 25,424 28,143

 純資産合計 10,692,460 10,308,966

負債純資産合計 16,583,714 16,244,819
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成26年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成27年11月30日)

売上高 4,493,359 4,247,729

売上原価 2,995,415 3,020,681

売上総利益 1,497,943 1,227,047

販売費及び一般管理費 ※  876,354 ※  496,654

営業利益 621,589 730,393

営業外収益   

 受取利息 58,136 68,736

 受取配当金 1,439 1,237

 受取手数料 20,850 23,506

 受取家賃 35,625 43,013

 投資事業組合運用益 5,156 9,714

 雑収入 33,557 23,136

 営業外収益合計 154,765 169,344

営業外費用   

 支払利息 35,327 23,088

 社債利息 3,956 3,435

 貸倒引当金繰入額 770 2,924

 社債発行費 - 11,646

 自己株式取得費用 - 27,000

 雑損失 6,875 23,972

 営業外費用合計 46,930 92,067

経常利益 729,424 807,669

特別利益   

 固定資産売却益 1,224 -

 特別利益合計 1,224 -

特別損失   

 固定資産売却損 - 837

 固定資産除却損 - 0

 特別損失合計 - 837

税引前四半期純利益 730,649 806,832

法人税、住民税及び事業税 276,784 246,481

法人税等調整額 △16,590 22,767

法人税等合計 260,193 269,249

四半期純利益 470,455 537,583
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成26年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年６月１日
　至 平成27年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 730,649 806,832

 減価償却費 62,509 20,212

 無形固定資産償却費 443 187

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,215 3,785

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 81 1,352

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 928 △17

 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △247 △356

 投資有価証券評価損益（△は益） - 9,116

 投資事業組合運用損益（△は益） △5,156 △9,714

 受取利息及び受取配当金 △59,575 △69,973

 支払利息 39,284 26,523

 為替差損益（△は益） △7,925 3,544

 固定資産除売却損益（△は益） △1,224 837

 売上債権の増減額（△は増加） △10,043 5,518

 たな卸資産の増減額（△は増加） △486,080 △521,699

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 32,672 233,692

 仕入債務の増減額（△は減少） △204,181 △234,134

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 97,588 △125,204

 その他の固定負債の増減額（△は減少） △1,923 19,358

 小計 184,583 169,862

 利息及び配当金の受取額 62,859 16,836

 利息の支払額 △38,203 △22,779

 法人税等の支払額 △109,120 △726,010

 営業活動によるキャッシュ・フロー 100,119 △562,090

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 △609,000 △624,000

 定期預金の払戻による収入 767,986 633,043

 有形固定資産の取得による支出 △2,332 △9,308

 有形固定資産の売却による収入 29,703 -

 投資有価証券の取得による支出 △50,000 -

 投資有価証券の売却及び償還による収入 99,228 -

 投資事業組合からの分配による収入 34,400 32,500

 貸付けによる支出 △1,577,000 △345,395

 貸付金の回収による収入 1,392,204 173,404

 その他 △40 △8,686

 投資活動によるキャッシュ・フロー 85,149 △148,442

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） 190,000 1,250,000

 長期借入れによる収入 350,000 100,000

 長期借入金の返済による支出 △1,090,457 △1,012,880

 社債の発行による収入 - 690,000

 社債の償還による支出 △170,000 △170,000

 自己株式の取得による支出 - △608,300

 配当金の支払額 △189,226 △313,688

 財務活動によるキャッシュ・フロー △909,683 △64,868

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,275 △804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △720,138 △776,206

現金及び現金同等物の期首残高 4,404,656 5,250,073

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  3,684,518 ※  4,473,866
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

１　保証債務

前事業年度
（平成27年５月31日）

当第２四半期会計期間
（平成27年11月30日）

物件購入者（120人） 256,095千円 物件購入者（110人） 233,358千円

 

 

２　手形裏書譲渡高

 
前事業年度

（平成27年５月31日）
当第２四半期会計期間
（平成27年11月30日）

受取手形裏書譲渡高 2,559千円 13,832千円
 

 

※３　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

 
前事業年度

（平成27年５月31日）
当第２四半期会計期間
（平成27年11月30日）

支払手形 30,189千円 ―千円
 

 

(四半期損益計算書関係)

※ 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。

　
前第２四半期累計期間

（自　平成26年６月１日
 至　平成26年11月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成27年６月１日
 至　平成27年11月30日）

販売手数料 88,520千円 76,532千円

販売促進費 84,566 71,613 
広告宣伝費 28,277 21,850 
役員報酬 55,681 70,678 
給料手当 58,909 65,307 
減価償却費 52,604 12,919 
租税公課 44,432 55,841 

 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　
前第２四半期累計期間

（自　平成26年６月１日
 至　平成26年11月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成27年６月１日
 至　平成27年11月30日）

現金及び預金勘定 4,318,561千円 5,107,866千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △634,043 △634,000

現金及び現金同等物 3,684,518 4,473,866
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 平成26年６月１日　至　平成26年11月30日）

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26年８月28日
定時株主総会

普通株式 189,297 15 平成26年５月31日 平成26年８月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期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26年12月25日
取締役会

普通株式 189,297 15 平成26年11月30日 平成27年１月29日 利益剰余金
 

 

当第２四半期累計期間(自 平成27年６月１日　至　平成27年11月30日）

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27年８月27日
定時株主総会

普通株式 315,495
普通配当　15
特別配当　10

平成27年５月31日 平成27年８月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期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27年12月24日
取締役会

普通株式 177,747 15 平成27年11月30日 平成28年１月28日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第２四半期累計期間（自　平成26年６月１日　至　平成26年11月30日）

１．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　

（単位：千円）

 

報告セグメント

合計
開発事業 建築事業

不動産販売
事業

ホテル事業
その他事業
（注）

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売

上高
2,972,537 220,986 121,921 1,010,008 167,904 4,493,359

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,972,537 220,986 121,921 1,010,008 167,904 4,493,359

セグメント利益又

はセグメント損失

（△）

515,648 36,196 △15,620 118,154 104,142 758,519

 

（注）その他事業は、賃貸住宅の仲介・管理及び不動産の売買仲介等であります。

 

２．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 758,519

全社費用（注） △136,930

四半期損益計算書の営業利益 621,589
 

（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。　

 

当第２四半期累計期間（自　平成27年６月１日　至　平成27年11月30日）

１．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　

（単位：千円）

 

報告セグメント

合計
開発事業 建築事業

不動産販売
事業

その他事業
（注１）

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売

上高
3,409,660 108,891 630,626 98,551 4,247,729

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

― ― ― ― ―

計 3,409,660 108,891 630,626 98,551 4,247,729

セグメント利益又

はセグメント損失

（△）

726,894 △4,353 106,648 41,823 871,012

 

（注）１．その他事業は、賃貸住宅の仲介・管理及び不動産の売買仲介等であります。

 ２．「星野リゾート　裏磐梯ホテル」を平成27年１月に売却したことに伴い、当第２四半期累計期間には「ホ

テル事業」は該当ありません。
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２．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 871,012

全社費用（注） △140,619

四半期損益計算書の営業利益 730,393
 

（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であります。　

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第２四半期累計期間

(自　平成26年６月１日
至　平成26年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年６月１日
至 平成27年11月30日)

１株当たり四半期純利益金額 37円28銭 43円90銭

　 (算定上の基礎)   

　　四半期純利益金額（千円） 470,455 537,583

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 470,455 537,583

　　普通株式の期中平均株式数（株） 12,619,800 12,245,319
 

（注）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。　

 

(重要な後発事象)

　　 該当事項はありません。

 
２ 【その他】

平成27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。

（イ）配当金の総額……………………………………………177,747千円

（ロ）１株当たりの金額………………………………………15円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………………平成28年１月28日

（注）平成27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28年１月12日

リベレステ株式会社

取締役会  御中

優成監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士  須永　真樹　　　　　　　印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   宮崎　哲　　　　　　　 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27年６月１日から平成28年５月31日までの第38期事業年度の第２四半期会計期間（平成27年９月１日から平

成27年11月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成27年６月１日から平成27年11月30日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

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

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、リベレステ株式会社の平成27年11月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する第２四半期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。

　

利害関係

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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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