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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３四半期累計期間
第38期

第３四半期累計期間
第37期

会計期間
自平成23年９月１日
至平成24年５月31日

自平成24年９月１日
至平成25年５月31日

自平成23年９月１日
至平成24年８月31日

売上高（千円） 3,457,963 4,543,170 4,488,747

経常利益（千円） 441,359 505,055 528,647

四半期（当期）純利益（千円） 229,089 456,920 272,684

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 261,025 261,025 261,025

発行済株式総数（株） 2,702,100 2,702,100 2,702,100

純資産額（千円） 2,214,658 2,661,131 2,258,252

総資産額（千円） 9,290,864 9,190,917 9,743,055

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
86.28 169.09 102.24

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） － － 20.00

自己資本比率（％） 23.8 29.0 23.2

　

回次
第37期

第３四半期会計期間
第38期

第３四半期会計期間

会計期間
自平成24年３月１日
至平成24年５月31日

自平成25年３月１日
至平成25年５月31日

１株当たり四半期純利益金額（円） 28.05 52.88

（注）１．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。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

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

４．当社は、平成24年３月１日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分割を行いましたが、前事業年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。

５．前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式はありますが、

希薄化効果を有しないため記載しておりません。また、当第３四半期累計期間及び前事業年度の潜在株式調

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】

　当社は、パーキング事業、不動産賃貸事業、不動産販売事業、キャビンホテル事業の４事業を行っております。

　当第３四半期累計期間における、各セグメントに係る主な事業内容の変更は、概ね次のとおりであります。

＜パーキング事業＞

　従来、当社が運営する駐車場のほとんどは直営方式による運営形態でありましたが、今後、管理受託方式による運営

形態についても増加することが予想されることから、事業内容の変更を行いました。

　当社は、福岡県及び東京都を中心に、主に時間貸駐車場の運営を行っており、その運営形態は、直営方式と管理受託方

式があります。　

　直営方式は、土地所有者から土地を賃借し、当社側で工事を外注して駐車場設備を設置し、警備業務の全てと集金・

清掃業務の一部を外部委託し、管理運営を行う方式であります。

　当社では小規模（10台以下）の平置駐車場（注）の運営を基本としており、そのことにより駐車場の新規開設及び

撤退が容易となり、機動的に不採算駐車場の撤退も行うことができ、より効率的で収益力のある駐車場を運営するこ

とができます。　

　また、他事業に転換しても、将来高い収益が見込める土地については、自社で取得し、駐車場として運営いたしており

ます。マンション等の開発目的に取得した土地についても、建築着工までの期間は駐車場として運営する場合もあり

ます。　

　管理受託方式は、駐車場オーナーから、駐車場施設を賃借せずに、駐車場オーナーに代わって管理運営業務（集金・

清掃・警備）のすべて、または一部を代行する方式であります。

　

（注）　平置駐車場とは、地面に駐車する駐車場であります。　

　

　上記に記載した事項を事業系統図によって示すと、以下のとおりであります。

　

（直営方式）

　

（管理受託方式）
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＜不動産賃貸事業＞

　主な事業内容の変更はありません。

　

＜不動産販売事業＞

　主な事業内容の変更はありません。

　

＜キャビンホテル事業＞

　主な事業内容の変更はありません。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、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。

　

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　なお、当社は、平成25年４月16日開催の取締役会において、大和ハウス工業株式会社による当社普通株式に対する公

開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し

本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議し、平成25年４月17日に金融商品取引法第27条の10に基づく意見表明報告

書を提出しております。

　詳細は、「第４ 経理の状況 １ 四半期財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。

　

　

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３四半期累計期間におけるわが国経済は、経済対策及び金融政策への期待から、円安による輸出環境の改善や

株式市場における株価の上昇等もあり、景気は回復基調で推移いたしました。

　当社が属するパーキング業界においては、駐車場利用状況は震災以降回復傾向にあるものの、業界内における新規

物件の獲得競争は激化している状況であります。また、遊休地の有効活用として貸し出された大型駐車場用地につ

いては、不動産開発を再開する動きが見られ、駐車場運営会社は、当該用地から撤退せざるを得ないことがあるとい

う事業環境となっております。

　不動産業界においては、不動産賃貸市場では、全国的に需給バランスが改善し、賃料水準はオフィス、共同住宅とも

に下落幅は縮小しており、空室率も低下傾向にあります。また、不動産販売市場では、雇用情勢や所得環境は依然と

して厳しいものの、政府による住宅取得支援策や低金利等を背景に、新設住宅着工戸数は緩やかながら持ち直しの

動きで推移しており、市況は回復傾向にあります。

　ホテル業界においては、国内旅行やビジネス利用を中心に宿泊需要は回復傾向にあるものの、近隣ホテルの開業等

もあり顧客獲得競争が激化している状況であります。

　そのような環境の中、当社は、各事業において業績の向上に努め、また、平成23年12月の株式会社ボナ・プラザ及び

株式会社ユーティライズ・パーキングとの吸収合併による事業拡大の影響や、保有不動産の売却による固定資産売

却益の計上等もあり、当第３四半期累計期間における売上高は4,543,170千円（前年同四半期比31.4％増）、営業利

益は600,086千円（同16.4％増）、経常利益は505,055千円（同14.4％増）、四半期純利益は456,920千円（同99.5％

増）となりました。

 

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

①パーキング事業

　パーキング事業においては、引続き収益改善策として、駐車料金の改定及び賃借料の値下げ交渉、並びに不採算駐

車場の撤退を実施してまいりました。また、営業員を増員し、新規駐車場の開拓に注力するとともに、平成24年12月

には大阪営業所（大阪市淀川区）、平成25年５月には熊本営業所（熊本市中央区）を開設し、営業拠点の拡充も併

せて実施してまいりました。

　その結果、売上高は2,317,051千円（前年同四半期比13.1％増）、営業利益は370,138千円（同13.9％増）となりま

した。

　なお、当第３四半期会計期間末の駐車場数は、管理受託物件を含め物件数で831ヵ所（同9.6％増）、設置台数で

8,370台（同17.3％増）となっております。

　

②不動産賃貸事業 

　不動産賃貸事業においては、保有不動産の一部売却により管理物件数は減少いたしましたが、たな卸資産の保有期

間における賃貸収入を計上したこと等もあり、業績は、前年同四半期を若干上回る水準で推移いたしました。

　その結果、売上高は325,302千円（前年同四半期比0.6％増）、営業利益は153,963千円（同7.2％増）となりまし

た。

　なお、当第３四半期会計期間末の入居率は87.7％（前第３四半期会計期間末は88.1％）となっております。
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③不動産販売事業

　不動産販売事業においては、マンション開発用地等の仕入活動を行い、販売活動においては、新築分譲マンション

「ハートリーフ春日原駅前」（福岡県春日市、総戸数22戸）の全戸の引渡しが完了したほか、新築マンション１棟

及び中古テナント・オフィスビル２棟の一棟販売等を実施してまいりました。

　その結果、売上高は1,799,377千円（前年同四半期比81.0％増）、営業利益は236,807千円（同28.9％増）となりま

した。

　　

④キャビンホテル事業

　キャビンホテル事業においては、インターネットによる予約販売を強化し、ビジネスマン及び学生層をメインター

ゲットに、早割や学割等の割引プランの販売を行い、早期予約に向けた取組みを実施いたしました。また、ポイント

サービスの実施等によりリピーターの確保にも努めてまいりました。

　その結果、売上高は101,438千円（前年同四半期比9.8％増）、営業利益は18,970千円（同47.1％増）となりまし

た。

　

（２）財政状態の分析

（資産）

　流動資産は、前事業年度末と比べ335,492千円増加し、3,053,695千円となりました。これは主として、不動産の売

却等により現金及び預金が176,902千円、マンション開発用地の取得及び建築費等の計上により仕掛販売用不動

産が170,137千円それぞれ増加したこと等によるものであります。

　固定資産は、前事業年度末と比べ887,630千円減少し、6,137,222千円となりました。これは主として、不動産の売

却及び減価償却費の計上等により建物が496,243千円、不動産の売却等により土地が433,992千円それぞれ減少し

たこと等によるものであります。

　その結果、総資産は前事業年度末と比べ552,138千円減少し、9,190,917千円となりました。

　　

（負債）

　流動負債は、前事業年度末と比べ623,043千円増加し、1,641,486千円となりました。これは主として、長期借入金

からの振替等により１年内返済予定の長期借入金が389,059千円、新築マンションの建築費の調達資金として借

入れを実施したこと等により短期借入金が116,000千円それぞれ増加したこと等によるものであります。

　固定負債は、前事業年度末と比べ1,578,059千円減少し、4,888,299千円となりました。これは主として、１年内返

済予定の長期借入金への振替や不動産の売却に伴い借入金の一括返済を実施したこと等により、長期借入金が

1,485,457千円、１年内償還予定の社債への振替により社債が60,000千円それぞれ減少したこと等によるもので

あります。

　その結果、負債合計は前事業年度末と比べ955,016千円減少し、6,529,786千円となりました。

　　

（純資産）

　純資産合計は、前事業年度末と比べ402,878千円増加し、2,661,131千円となりました。これは主として、配当金の

支払が54,042千円あったものの、四半期純利益を456,920千円計上したことにより、利益剰余金が402,878千円増

加したことによるものであります。

　その結果、自己資本比率は29.0％（前事業年度末は23.2％）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３四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 7,200,000

計 7,200,000

　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成25年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年７月10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 2,702,100 2,702,100
福岡証券取引所

（Ｑ－Ｂｏａｒｄ市場）

権利内容に何ら限

定のない当社にお

ける標準となる株

式であり、単元株式

数は100株でありま

す。

計 2,702,100 2,702,100 － －

 

（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25年３月１日～

平成25年５月31日
－ 2,702,100 － 261,025 － 251,025

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成25年２月28日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】 

平成25年５月31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） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　 2,702,100 27,021 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 2,702,100 － －

総株主の議決権 － 27,021 －

  

②【自己株式等】

　該当事項はありません。

　

　

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３四半期会計期間（平成25年３月１日から平成25年

５月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年９月１日から平成25年５月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツ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

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を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24年８月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 843,099 1,020,002

売掛金 38,455 50,403

販売用不動産 313,133 313,384

仕掛販売用不動産 1,267,076 1,437,214

その他 256,649 233,477

貸倒引当金 △211 △786

流動資産合計 2,718,202 3,053,695

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,524,493 1,028,250

土地 4,764,132 4,330,139

その他（純額） 318,551 347,078

有形固定資産合計 6,607,177 5,705,468

無形固定資産 158,098 133,301

投資その他の資産

その他 260,071 298,451

貸倒引当金 △495 －

投資その他の資産合計 259,576 298,451

固定資産合計 7,024,852 6,137,222

資産合計 9,743,055 9,190,917

負債の部

流動負債

買掛金 4,039 4,267

短期借入金 35,000 151,000

1年内返済予定の長期借入金 598,269 987,328

1年内償還予定の社債 20,000 70,000

未払法人税等 125,634 115,052

賞与引当金 12,492 22,485

その他 223,008 291,353

流動負債合計 1,018,443 1,641,486

固定負債

社債 300,000 240,000

長期借入金 5,797,425 4,311,967

その他 368,934 336,332

固定負債合計 6,466,359 4,888,299

負債合計 7,484,802 6,529,786
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年８月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 261,025 261,025

資本剰余金 276,640 276,640

利益剰余金 1,720,587 2,123,465

株主資本合計 2,258,252 2,661,131

純資産合計 2,258,252 2,661,131

負債純資産合計 9,743,055 9,190,917
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成23年９月１日
　至　平成24年５月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成24年９月１日
　至　平成25年５月31日)

売上高 3,457,963 4,543,170

売上原価 2,726,575 3,580,248

売上総利益 731,387 962,921

販売費及び一般管理費 215,804 362,834

営業利益 515,582 600,086

営業外収益

受取利息 76 65

受取保険金 674 1,972

工事負担金等受入額 1,719 1,703

その他 18,987 3,974

営業外収益合計 21,458 7,716

営業外費用

支払利息 88,669 91,504

社債利息 2,471 2,357

その他 4,540 8,885

営業外費用合計 95,681 102,747

経常利益 441,359 505,055

特別利益

抱合せ株式消滅差益 11,512 －

固定資産売却益 1,241 148,494

その他 1,673 －

特別利益合計 14,428 148,494

特別損失

固定資産除却損 3,939 17,723

減損損失 20,635 2,594

特別損失合計 24,574 20,317

税引前四半期純利益 431,213 633,231

法人税、住民税及び事業税 164,731 211,457

法人税等調整額 37,392 △35,145

法人税等合計 202,123 176,311

四半期純利益 229,089 456,920
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【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年９月１日以後に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

　

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間

に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれん償却額は、次のとおりでありま

す。

 
前第３四半期累計期間
（自  平成23年９月１日
至  平成24年５月31日）

当第３四半期累計期間
（自  平成24年９月１日
至  平成25年５月31日）

減価償却費 176,028千円 187,842千円

のれん償却額 15,126千円 22,689千円

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自平成23年９月１日　至平成24年５月31日）

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23年11月29日

定時株主総会
普通株式 21,352 2,500平成23年８月31日平成23年11月30日利益剰余金

　

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自平成24年９月１日　至平成25年５月31日）

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24年11月28日

定時株主総会
普通株式 54,042 20 平成24年８月31日平成24年11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】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自平成23年９月１日　至平成24年５月31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
調整額
(注)１

四半期
損益計算書
計上額
(注)２

パーキング
事業

不動産賃貸
事業

不動産販売
事業

キャビン
ホテル事業

売上高        

外部顧客への売上高 2,048,015323,362994,16192,4233,457,963 － 3,457,963

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 2,048,015323,362994,16192,4233,457,963 － 3,457,963

セグメント利益 325,043143,663183,70412,897665,308△149,725515,582

（注）１．セグメント利益の調整額△149,725千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△149,725千円であ

ります。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。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

　第２四半期会計期間において、株式会社ボナ・プラザ及び株式会社ユーティライズ・パーキングを合併

いたしました。これにより、当第２四半期会計期間の報告セグメントの資産の金額は、「パーキング事業」

において156,945千円、「不動産賃貸事業」において604,267千円、「不動産販売事業」において11,613千

円、「全社資産」において225,872千円それぞれ増加しております。また、保有目的の変更により「パーキ

ング事業」に含まれる資産のうち、182,577千円を「不動産販売事業」に振替を行なっております。

　

３．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

（固定資産に係る重要な減損損失）

「パーキング事業」において、収益性が継続的に低下した資産グループ及び売却が決定した資産グ

ループについて回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期累計期間においては20,635千円であります。

　

（のれんの金額の重要な変動）

「パーキング事業」及び「不動産販売事業」において、株式会社ボナ・プラザ及び株式会社ユーティ

ライズ・パーキングを合併したことにより、のれんが発生しております。

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第３四半期累計期間においては167,158千円であります。
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Ⅱ　当第３四半期累計期間（自平成24年９月１日　至平成25年５月31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
調整額
(注)１

四半期
損益計算書
計上額
(注)２

パーキング
事業

不動産賃貸
事業

不動産販売
事業

キャビン
ホテル事業

売上高        

外部顧客への売上高 2,317,051325,3021,799,377101,4384,543,170 － 4,543,170

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 2,317,051325,3021,799,377101,4384,543,170 － 4,543,170

セグメント利益 370,138153,963236,80718,970779,879△179,792600,086

　（注）１．セグメント利益の調整額△179,792千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△179,792千円であ

ります。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。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．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

（固定資産に係る重要な減損損失）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

　

（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３四半期累計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成24年５月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成24年９月１日
至　平成25年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額 86円28銭 169円09銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 229,089 456,920

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金額（千円） 229,089 456,920

普通株式の期中平均株式数（株） 2,655,159 2,702,100

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前

事業年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

（注）１．当社は、平成24年３月１日付で普通株式１株につき300株の割合で株式分割を行いましたが、前事業年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

２．前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式はありますが、

希薄化効果を有しないため記載しておりません。また、当第３四半期累計期間の潜在株式調整後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。
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（重要な後発事象）

　当社は、平成25年４月16日開催の取締役会において、大和ハウス工業株式会社（以下「公開買付者」といいま

す。）による当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に対して賛同の意見を表明

するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議し、平成25年４月17日に金融

商品取引法第27条の10に基づく意見表明報告書を提出しております。

　平成25年４月17日から平成25年６月３日までに実施された本公開買付けの結果、公開買付者は、平成25年６月７日

（本公開買付けの決済開始日）に当社普通株式2,542,300株（議決権数25,423個、総株主等の議決権に対する割合

94.09％）を取得し、当社は公開買付者の子会社となりました。 

　当社は、今後、以下の手続きを実施する予定であり、これに伴い公開買付者の完全子会社となり、当社株式は、上場

廃止になる予定であります。

　当社は、平成25年８月開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）において、①普通株式と

は別個の種類の株式を発行できるようにする旨の定款の一部変更を行い、当社を会社法（平成17年法律第86号。そ

の後の改正を含みます。）の規定する種類株式発行会社とすること、②当社の定款の一部を変更して、当社の発行す

る全ての普通株式に全部取得条項（会社法第108条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。以下

同じです。）を付すこと、及び③当社の当該全部取得条項が付された普通株式の全てを取得し、当該取得と引換えに

別個の種類の当社の株式を交付すること等の議案を付議する予定であります。

　本臨時株主総会において上記①の付議議案の承認決議がなされ、上記①に係る定款の一部変更の効力が発生する

と、当社は会社法の規定する種類株式発行会社となるところ、上記②に係る定款の一部変更の効力を生じさせるた

めには、会社法第111条第２項第１号に基づき、上記②の承認に係る決議に加えて、当社普通株式を有する株主を構

成員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）の決議が必要となるため、本臨時株主総会の開

催日と同日に本種類株主総会を開催し、上記②の議案を上程する予定であります。

　

　

２【その他】

該当事項はありません。
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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25年７月10日

株式会社ダイヨシトラスト

取締役会　御中
 

有限責任監査法人トーマツ　

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 青野　　弘　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 森　　昭彦　　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」に掲げられている株式会社ダイヨシ

トラストの平成24年９月１日から平成25年８月31日までの第38期事業年度の第３四半期会計期間（平成25年３月１日か

ら平成25年５月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年９月１日から平成25年５月31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、株式会社ダイヨシトラストの平成25年５月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第３四半期累計期間の経営成績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。

　

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、当社は、大和ハウス工業株式会社による公開買付の結果、平成25年６月７日付

けで同社の子会社となっている。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。　

　

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。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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