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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40期

第２四半期累計期間
第41期

第２四半期累計期間
第40期

会計期間
自 平成29年６月１日
至 平成29年11月30日

自 平成30年６月１日
至 平成30年11月30日

自 平成29年６月１日
至 平成30年５月31日

売上高（千円） 1,919,546 2,948,819 5,788,327

経常利益（千円） 359,534 596,321 1,079,319

四半期(当期)純利益（千円） 387,992 423,979 894,833

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） 11,990,000 11,990,000 11,990,000

純資産額（千円） 10,979,210 11,414,527 11,245,080

総資産額（千円） 15,666,838 15,783,478 16,426,873

１株当たり四半期（当期）純利益金額
（円）

32.74 35.77 75.51

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） 20 20 40

自己資本比率（％） 70.1 72.3 68.5

営業活動による
キャッシュ・フロー（千円）

△220,585 161,351 829,970

投資活動による
キャッシュ・フロー（千円）

504,628 7,239 △504,189

財務活動による
キャッシュ・フロー（千円）

△1,036,932 △1,002,900 △995,677

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高（千円）

3,657,431 2,905,899 3,740,925
 

　

回次
第40期

第２四半期会計期間
第41期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成29年９月１日
至 平成29年11月30日

自 平成30年９月１日
至 平成30年11月30日

１株当たり四半期純利益金額（円） 8.84 22.95
 

(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。

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年２月16日）等を第１四半期会

計期間の期首から適用しており、前第２四半期累計期間及び前事業年度に係る主要な経営指標等について

は、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

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 【経営者による財政状態、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) 経営成績に関する説明

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用等の改善を背景に、全体として緩やかな回復基調が

続いております。

 　不動産業界におきましては、物件価額の高止まりにより実需が伸び悩んでおり、首都圏のマンション総販売戸数

も弱含んでおりますが、当社は利益重視の経営の下、引き続き、開発事業及び不動産販売事業に資源を集中しており

ます。特に開発事業におきましては、当社が持つ財務安全性の強みを活かして、収益性との両立を図っております。

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は2,948百万円（前年同期比53.6％増）、営業利益は496百万円（前年同

期比76.6％増）、経常利益は596百万円（前年同期65.9％増）となり、四半期純利益は423百万円（前年同期比9.3％

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、ビジネスホテルの販売を主体とした売上高が1,277百万円（前年同期比13.5％増）、セグ

メント利益が310百万円（前年同期比15.6％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た売上高が126百万円（前年同期比1.3％減）、セグメント利益が1百

万円（前年同期比89.4％減）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る売上高が1,300百万円（前年同期比215.3％増）、セグメ

ント利益が229百万円（前年同期比567.6％増）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243百万円（前年同期

比3.6％減）、セグメント利益が122百万円（前年同期比7.2％減）となりました。
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(２) 財政状態に関する説明

　（資　産）

　当第２四半期末における総資産は15,783百万円となり、前事業年度末に比べ643百万円減少いたしました。このう

ち、流動資産は12,394百万円となり前事業年度末に比べ960百万円減少いたしました。主な要因は、短期貸付金　　　

（1,004百万円）の回収を行いましたが、有利子負債（766百万円）の返済と棚卸資産（959百万円）の取得によりま

す。また、固定資産は3,388百万円となり前事業年度末に比べ317百万円増加いたしました。主な要因は棚卸資産から

有形固定資産（222百万円）に振り替えたことによります。

　（負　債）

　当第２四半期末における負債は4,368百万円となり、前事業年度末に比べ812百万円減少いたしました。このうち、

流動負債は2,735百万円となり前事業年度末に比べ958百万円減少いたしました。主な要因は、有利子負債（904百万

円）が減少したことによります。また、固定負債は1,633百万円となり前事業年度末に比べ145百万円増加いたしまし

た。主な要因は、有利子負債（138百万円）等が増加したことによります。

　（純資産）

　当第２四半期末における純資産は11,414百万円であり、前事業年度末に比べ169百万円増加いたしました。主な要因

は四半期純利益（423百万円）の計上及び配当金の支払い（236百万円）であります。

 

(３) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ835百万円減

少し、2,905百万円となりました。

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２四半期累計期間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604百万円を計上したも

のの、棚卸資産の増加及び法人税等の支払などにより161百万円の収入となり、前年同期と比べ381百万円の収入増加

となりました。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収などにより7百万円の収入とな

りましたが、前年同期と比べ497百万円の収入減少となりました。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の減少及び配当金の支払いによ

り1,002百万円の支出となりましたが、前年同期と比べ34百万円の支出減少となりました。

 

(４) 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。

 

(５) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

３ 【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。　
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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30年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成31年１月11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 11,990,000 11,990,000
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 11,990,000 11,990,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　

② 【その他の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) 【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30年11月30日 ― 11,990,000 ― 2,000,792 ― 1,972,101
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(5) 【大株主の状況】

平成30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
(自己株式を
除く。)の

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  22.51

山本　和典 茨城県水戸市  316,400 2.67

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 2.61

河合　信和 千葉県浦安市 264,400 2.23

株式会社　ジャフコ 東京都港区虎ノ門１丁目23－１  242,000 2.04

河合　純二 埼玉県越谷市 224,000 1.89

東京東信用金庫 東京都墨田区東向島２丁目36－10 200,200 1.68

三菱UFJモルガン・スタンレー証
券　株式会社

東京都千代田区丸の内２丁目5-2 147,700 1.24

リベレステ従業員持株会 埼玉県草加市金明町389番地１ 91,300 0.77

GMOクリック証券株式会社 東京都渋谷区桜丘町20-1 77,100 0.65

計 ― 4,541,500 38.32
 

（注）上記のほか当社所有の自己株式140,200株があります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成30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 140,200
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

118,464 ―
11,846,400

単元未満株式
普通株式

― ―
3,400

発行済株式総数 11,990,000 ― ―

総株主の議決権 ― 118,464 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成30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

 140,200 ―  140,200  1.16

計 ―  140,200 ―  140,200  1.16
 

 

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30年９月１日から平成30年

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

いて、太陽有限責任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30年５月31日)
当第２四半期会計期間
(平成30年11月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,359,425 3,503,399

  受取手形及び売掛金 ※2  26,114 ※2  3,362

  販売用不動産 3,751,575 6,079,881

  仕掛販売用不動産 2,907,615 1,538,930

  貯蔵品 25,983 25,446

  その他 2,558,671 1,515,613

  貸倒引当金 △273,999 △271,701

  流動資産合計 13,355,387 12,394,931

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 346,147 508,051

   車両運搬具（純額） 5,894 4,772

   土地 1,680,395 1,899,801

   その他（純額） 980 808

   有形固定資産合計 2,033,417 2,413,434

  無形固定資産 2,066 1,807

  投資その他の資産   

   投資有価証券 378,924 319,398

   関係会社株式 151,539 151,539

   出資金 65,592 48,754

   長期貸付金 265,562 261,165

   繰延税金資産 141,771 138,916

   その他 74,821 75,680

   貸倒引当金 △25,373 △22,149

   投資損失引当金 △16,837 -

   投資その他の資産合計 1,036,001 973,305

  固定資産合計 3,071,485 3,388,547

 資産合計 16,426,873 15,783,478

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 284,857 241,063

  短期借入金 1,750,000 1,225,000

  1年内返済予定の長期借入金 625,151 195,988

  1年内償還予定の社債 428,000 478,000

  未払法人税等 252,000 190,000

  完成工事補償引当金 1,214 1,348

  その他 352,397 403,600

  流動負債合計 3,693,621 2,735,001

 固定負債   

  社債 682,000 918,000

  長期借入金 211,053 113,059

  役員退職慰労引当金 410,926 378,125

  退職給付引当金 93,659 96,488

  債務保証損失引当金 1,300 1,226

  その他 89,233 127,051

  固定負債合計 1,488,172 1,633,949

 負債合計 5,181,793 4,368,951

純資産の部   
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 株主資本   

  資本金 2,000,792 2,000,792

  資本剰余金 1,972,101 1,972,101

  利益剰余金 7,353,893 7,540,877

  自己株式 △110,758 △110,758

  株主資本合計 11,216,029 11,403,013

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 29,050 11,514

  評価・換算差額等合計 29,050 11,514

 純資産合計 11,245,080 11,414,527

負債純資産合計 16,426,873 15,783,478
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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29年６月１日
　至 平成29年11月30日)

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

売上高 1,919,546 2,948,819

売上原価 1,245,838 2,060,313

売上総利益 673,707 888,506

販売費及び一般管理費 ※  392,455 ※  391,783

営業利益 281,252 496,722

営業外収益   

 受取利息 20,063 50,130

 受取配当金 835 835

 受取手数料 5,820 15,233

 受取家賃 80,745 56,829

 投資事業組合運用益 12,189 10,528

 雑収入 21,531 13,302

 営業外収益合計 141,185 146,858

営業外費用   

 支払利息 12,275 12,407

 社債利息 3,017 2,567

 貸倒引当金繰入額 19,422 -

 社債発行費 2,863 9,539

 賃貸費用 8,051 10,197

 投資有価証券評価損 6,139 9,437

 雑損失 11,133 3,110

 営業外費用合計 62,903 47,259

経常利益 359,534 596,321

特別利益   

 固定資産売却益 191,350 8,361

 その他 7,862 -

 特別利益合計 199,213 8,361

特別損失   

 固定資産除却損 19 13

 特別損失合計 19 13

税引前四半期純利益 558,728 604,669

法人税、住民税及び事業税 183,672 170,928

法人税等調整額 △12,936 9,760

法人税等合計 170,735 180,689

四半期純利益 387,992 423,979
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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29年６月１日
　至 平成29年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年６月１日
　至 平成30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 558,728 604,669

 減価償却費 16,105 13,955

 無形固定資産償却費 303 258

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,708 2,828

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 579 134

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,196 △5,521

 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △227 △74

 投資有価証券評価損益（△は益） 6,139 9,437

 投資事業組合運用損益（△は益） △12,189 △10,528

 受取利息及び受取配当金 △20,898 △50,965

 支払利息 15,292 14,974

 為替差損益（△は益） △9,269 △2,024

 固定資産除売却損益（△は益） △191,331 △8,347

 売上債権の増減額（△は増加） △9,351 22,752

 たな卸資産の増減額（△は増加） △350,089 △287,214

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 15,525 40,686

 仕入債務の増減額（△は減少） △134,680 △43,793

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 104,049 48,765

 その他の固定負債の増減額（△は減少） △8,024 5,016

 小計 1,566 355,010

 利息及び配当金の受取額 24,026 51,121

 利息の支払額 △14,185 △13,791

 法人税等の支払額 △231,993 △230,988

 営業活動によるキャッシュ・フロー △220,585 161,351

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 △632,500 △597,500

 定期預金の払戻による収入 938,500 618,500

 有形固定資産の取得による支出 △12,648 △182,397

 有形固定資産の売却による収入 710,999 19,411

 投資事業組合からの分配による収入 43,250 35,680

 投資有価証券の取得による支出 △50,000 -

 貸付けによる支出 △1,095,650 △461,262

 貸付金の回収による収入 621,882 571,622

 その他 △19,205 3,185

 投資活動によるキャッシュ・フロー 504,628 7,239

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） △280,000 △525,000

 長期借入れによる収入 190,000 430,000

 長期借入金の返済による支出 △612,220 △957,157

 社債の発行による収入 150,000 500,000

 社債の償還による支出 △249,000 △214,000

 配当金の支払額 △235,712 △236,743

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,036,932 △1,002,900

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,978 △717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △757,867 △835,026

現金及び現金同等物の期首残高 4,415,299 3,740,925

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  3,657,431 ※  2,905,899
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【注記事項】

(追加情報)

 （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期会計期

間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

 

(四半期貸借対照表関係)

１　保証債務

前事業年度
（平成30年５月31日）

当第２四半期会計期間
（平成30年11月30日）

物件購入者（87人） 167,379千円 物件購入者（85人） 157,837千円

 

 

※２　手形裏書譲渡高

 
前事業年度

（平成30年５月31日）
当第２四半期会計期間
（平成30年11月30日）

受取手形裏書譲渡高 9,989千円 9,641千円
 

 

(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29年６月１日
 至　平成29年11月30日）

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

販売手数料 15,259千円 32,958千円

販売促進費 27,912 9,282 
広告宣伝費 21,654 24,117 
役員報酬 82,838 81,185 
給料手当 68,905 65,451 
減価償却費 9,570 7,126 
租税公課 47,945 45,559 

 

 

(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29年６月１日
 至　平成29年11月30日）

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

現金及び預金勘定 4,289,931千円 3,503,399千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △632,500  △597,500

現金及び現金同等物 3,657,431  2,905,899
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 平成29年６月１日　至　平成29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29年８月29日
定時株主総会

普通株式 236,996 20 平成29年５月31日 平成29年８月30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２四半期会計期間の末日後となる

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29年12月26日
取締役会

普通株式 236,996 20 平成29年11月30日 平成30年１月30日 利益剰余金
 

 

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成29年７月31日に自己株式の消却を行っております。この結果、第１四半期累計期間において資本

剰余金が497,542千円減少し、当第２四半期会計期間末において資本剰余金が1,520,695千円となっております。

 
当第２四半期累計期間(自 平成30年６月１日　至　平成30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30年８月30日
定時株主総会

普通株式  236,996 20 平成30年５月31日 平成30年８月31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２四半期会計期間の末日後となる

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30年12月25日
取締役会

普通株式  236,996  20 平成30年11月30日 平成31年１月29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29年６月１日　至　平成29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)

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売

上高
1,125,550 128,533 412,421 253,041 1,919,546

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

― ― ― ― ―

計 1,125,550 128,533 412,421 253,041 1,919,546

セグメント利益 268,457 17,129 34,441 132,004 452,032
 

（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 452,032

全社費用（注） △170,779

四半期損益計算書の営業利益 281,252
 

（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。　

 

当第２四半期累計期間（自　平成30年６月１日　至　平成30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)

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売

上高
1,277,595 126,807 1,300,428 243,989 2,948,819

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

― ― ― ― ―

計 1,277,595 126,807 1,300,428 243,989 2,948,819

セグメント利益 310,237 1,812 229,936 122,532 664,519
 

（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。
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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 664,519

全社費用（注） △167,796

四半期損益計算書の営業利益 496,722
 

（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29年６月１日
至　平成29年11月30日)

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

１株当たり四半期純利益金額 32円74銭 35円77銭

　 (算定上の基礎)   

　　四半期純利益金額（千円） 387,992  423,979

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 387,992  423,979

　　普通株式の期中平均株式数（株） 11,849,800 11,849,800
 

（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30年12月25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……………………………………………236,996千円

（ロ）１株当たりの金額………………………………………20円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………………平成31年１月29日

（注）平成30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。

　

EDINET提出書類

リベレステ株式会社(E03989)

四半期報告書

16/18



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31年１月10日

リベレステ株式会社

取締役会  御中

太陽有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 鶴見　寛 印

 

 

指定有限責任社員

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30年６月１日から平成31年５月31日までの第41期事業年度の第２四半期会計期間（平成30年９月１日から平

成30年11月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成30年６月１日から平成30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30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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