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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43期

第３四半期
連結累計期間

第44期
第３四半期
連結累計期間

第43期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

営業収益 (百万円) 41,207 50,126 63,905

経常利益 (百万円) 2,237 5,758 6,452

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,308 4,765 3,900

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,417 3,943 4,376

純資産額 (百万円) 27,394 32,424 30,353

総資産額 (百万円) 50,565 58,507 93,517

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 27.26 99.28 81.26

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円)
 

――
 

―― ――

自己資本比率 (％) 54.2 55.4 32.5
 

　

回次
第43期

第３四半期
連結会計期間

第44期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 4.59 43.31
 

(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．営業収益には、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。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）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、主要な関係会社についても異動はありません。

 

　

　

EDINET提出書類

東急リバブル株式会社(E03980)

四半期報告書

 2/19



第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。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があった事項は、「(７)その他 ⑥株

式移転」となります。なお、記載事項は当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであ

ります。

　(７)その他　⑥株式移転

当社は、平成25年10月１日をもって、東急不動産㈱及び㈱東急コミュニティーと共同株式移転

により持株会社を設立いたしましたが、例えば以下のような経営統合に関するリスクが想定さ

れ、業務運営、経営成績、財政状態などに重要な影響を及ぼす可能性があります。

・経営統合により期待されるシナジー効果が十分に発揮されないリスク

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

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】

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種政策の効果により、企業収益や個人消費に

改善の動きが見られるなど、景気回復への兆しが見えてまいりました。　

当不動産流通業界におきましては、リテール市場において取引件数が前年同期を上回るなど堅調に

推移するとともに、ホールセール市場においても、リートの物件取得数が前年同期を上回るなど回復

の兆しが見られました。

このような状況下において、当社グループは、主力の売買仲介業において、取引件数・平均取扱金

額ともに前年同期を上回ったことなどから、営業収益は50,126百万円（前年同期比21.6％増）、営業

利益は5,681百万円（前年同期比161.4％増）、経常利益は5,758百万円（前年同期比157.4％増）、四

半期純利益は4,765百万円（前年同期比264.3％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、セグメント間の内部取引高を含んでおります。

　
（仲介）

仲介業では、リテール部門において、既存店舗による地域深耕を進めるとともに、当第３四半期連

結累計期間に「飯田橋センター」「中目黒センター」「経堂センター」「成増センター」「茗荷谷セ

ンター」（東京都）、「宮前平センター」「大船センター」（神奈川県）、「心斎橋センター」「千

里山センター」「東大阪センター」「茨木センター」（大阪府）の11店舗を新規出店いたしました。

また、新たなサービスとして相続の無料診断「プロの『相続×不動産』診断」及び「相続税立替払

サービス」を開始するなど、個人を対象とした実需取引の強化に努めてまいりました。ホールセール

部門においては、不動産投資市場における対応力を強化し、国内外の投資家に対するサービス向上に

努めてまいりました。　
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この結果、仲介業における営業収益は29,451百万円（前年同期比16.1％増）、セグメント利益（営

業利益）は6,424百万円（前年同期比37.2％増）となりました。

　
（販売受託）

販売受託業では、前年同期と比較して首都圏の引渡計上件数が増加したことなどから、営業収益は

2,811百万円（前年同期比100.8％増）、セグメント利益（営業利益）は40百万円（前年同期は1,089

百万円の営業損失）となりました。

　
（賃貸）

賃貸業では、借上などの管理戸数が増加したことにより、営業収益は10,432百万円（前年同期比

7.1％増）となりました。しかしながら、棚卸資産の売却による賃料収入の減少及び賃貸用物件の取

得に伴う費用が増加したことなどから、セグメント利益（営業利益）は1,200百万円（前年同期比

12.8％減）となりました。

　
（不動産販売）

不動産販売業では、既存案件の売却が順調に進んだことにより、営業収益は7,539百万円（前年同

期比59.2％増）、セグメント利益（営業利益）は940百万円（前年同期比261.3％増）となりました。

　
（その他）

不動産鑑定業や保険代理業等周辺事業に取り組み、収益の拡大を図ってまいりました。

これらによる営業収益は96百万円（前年同期比33.3％増）、セグメント利益（営業利益）は52百万

円（前年同期は335百万円の営業損失）となりました。

　
(2) 財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて35,913百万円減少し、34,213百万円となりました。これは

主として、現金及び預金が32,374百万円、短期貸付金が2,649百万円減少したことによるものであり

ます。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて903百万円増加し、24,294百万円となりました。これは主

として、投資有価証券が1,376百万円減少した一方で、有形固定資産が1,686百万円、長期繰延税金資

産が471百万円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて35,010百万円減少し、58,507百万円となりました。

　
（負債）

負債は、前連結会計年度末に比べて37,081百万円減少し、26,083百万円となりました。これは主と

して、受託預り金が29,607百万円、短期借入金が4,478百万円、賞与引当金が1,533百万円減少したこ

とによるものであります。

　
（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて2,071百万円増加し、32,424百万円となりました。これは主

として、配当金を1,871百万円支払い、その他有価証券評価差額金が822百万円減少した一方で、四半

期純利益を4,765百万円計上したことによるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
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当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　
(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 147,000,000

計 147,000,000
 

　

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12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年２月12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 47,998,773 47,998,773 非上場
単元株式数は100株であ
ります。

計 47,998,773 47,998,773 ― ―
 

(注)平成25年９月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成25年10月１日付をもって自己株式1,227株

　を消却いたしました。

　

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年10月１日 △1 47,998 ― 1,396 ― 944
 

(注)平成25年９月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成25年10月１日付をもって自己株式1,227株

　　を消却いたしました。
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(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。

　

(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９月30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12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)
(自己保有株式)
普通株式

1,200
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

47,995,700
479,957 ―

単元未満株式
普通株式

3,100
― ―

発行済株式総数 48,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 479,957 ―
 

　

② 【自己株式等】

　平成25年12月31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）
　　東急リバブル㈱

東京都渋谷区道玄坂一丁
目９番５号

1,200 ― 1,200 0.00

計 ― 1,200 ― 1,200 0.00
 

(注)平成25年９月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成25年10月１日付をもって単元未満株式27株を

　　含む自己株式1,227株を消却いたしました。

　
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)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３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本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。
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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：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 41,208 8,833

受取手形及び売掛金 173 134

有価証券 322 299

販売用不動産 5,326 4,824

仕掛販売用不動産 511 2,225

短期貸付金 15,506 12,856

その他 7,091 5,044

貸倒引当金 △14 △6

流動資産合計 70,126 34,213

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,573 6,636

土地 5,989 6,600

その他（純額） 368 380

有形固定資産合計 11,930 13,617

無形固定資産 2,269 2,306

投資その他の資産

その他 9,308 8,463

貸倒引当金 △117 △93

投資その他の資産合計 9,191 8,370

固定資産合計 23,391 24,294

資産合計 93,517 58,507
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 354 53

短期借入金 4,488 10

未払法人税等 2,337 1,145

受託預り金 38,290 8,683

賞与引当金 2,239 705

役員賞与引当金 47 41

その他 10,651 10,383

流動負債合計 58,409 21,021

固定負債

退職給付引当金 2,678 2,935

その他 2,076 2,125

固定負債合計 4,755 5,061

負債合計 63,164 26,083

純資産の部

株主資本

資本金 1,396 1,396

資本剰余金 944 944

利益剰余金 27,099 29,991

自己株式 △1 －

株主資本合計 29,439 32,332

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 914 92

その他の包括利益累計額合計 914 92

純資産合計 30,353 32,424

負債純資産合計 93,517 58,507
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

営業収益
※１ 41,207 ※１ 50,126

営業原価 36,156 41,198

営業総利益 5,050 8,927

販売費及び一般管理費 2,877 3,245

営業利益 2,173 5,681

営業外収益

受取利息 22 18

受取配当金 34 36

受取補償金 － 43

その他 52 33

営業外収益合計 108 131

営業外費用

支払利息 31 24

支払手数料 9 21

その他 4 9

営業外費用合計 45 54

経常利益 2,237 5,758

特別利益

親会社株式売却益 －
※２ 1,547

特別利益合計 － 1,547

特別損失

減損損失 － 53

特別損失合計 － 53

税金等調整前四半期純利益 2,237 7,252

法人税等 928 2,487

少数株主損益調整前四半期純利益 1,308 4,765

四半期純利益 1,308 4,765
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,308 4,765

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 108 △822

その他の包括利益合計 108 △822

四半期包括利益 1,417 3,943

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,417 3,943

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

　

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

　

(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３四半期連結累計期間
　(自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日)

　税金費用の計算

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
 

　

(四半期連結貸借対照表関係)

 　１ 保証債務

　
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

住宅ローン利用顧客
（住宅ローンの保証)

58百万円 54百万円

つなぎ住宅ローン利用顧客  　　　　　　56 －
（つなぎ住宅ローンの保証) 　 　

合計 114百万円 54百万円
 

　

(四半期連結損益計算書関係)

　※１　売上高の季節的変動

前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日　至 平成24年12月31日）及び当第３四半期連結

累計期間（自 平成25年４月１日　至 平成25年12月31日）

営業収益のうち販売受託業収益は季節的変動があり、通常の営業形態として第４四半期連結会計期間

に収益計上が集中する傾向にあります。

　

　※２　親会社株式売却益

当社、東急不動産㈱および㈱東急コミュニティーが平成25年10月１日に共同株式移転の方法により３

社の完全親会社である東急不動産ホールディングス㈱（以下、「東急不動産ホールディングス」といい

ます。）を設立したことに伴い、当社が保有することとなった東急不動産ホールディングスの株式につ

いて会社法第135条第３項の規定により相当の時期に処分する必要があるところ、平成25年10月１日開

催の取締役会において、当該株式全てを東急不動産ホールディングスに譲渡することを決議し、平成25

年10月11日付で当該株式の譲渡を実施したことから親会社株式売却益1,547百万円を計上しておりま

す。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりで

あります。

　
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 956百万円 790百万円
 

　

(株主資本等関係)

　

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

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６月25日
定時株主総会

普通株式 959 20 平成24年３月31日 平成24年６月26日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四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３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。　

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月24日
定時株主総会

普通株式 1,199 25 平成25年３月31日 平成25年６月25日 利益剰余金

平成25年10月31日
取締役会

普通株式 671 14 平成25年９月30日 平成25年12月６日 利益剰余金
 

　　

２．基準日が当第３四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３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３仲介 販売受託 賃貸

不動産
販売

計

営業収益 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への営業収益 25,307 1,348 9,742 4,735 41,134 72 41,207 ― 41,207

　セグメント間の内部
　営業収益又は振替高

61 51 1 ― 114 0 115 △115 ―

計 25,369 1,400 9,744 4,735 41,249 72 41,322 △115 41,207

セグメント利益又は　　
損失（△）

4,681 △1,089 1,377 260 5,228 △335 4,893 △2,719 2,173
 

 （注）１　「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、エクイティ投資や、保険代理業

務、不動産鑑定業務等を含んでおります。

 ２　セグメント利益又は損失（△）の調整額△2,719百万円には、セグメント間取引消去△27百万円、各報告

セグメントに配分しない全社費用△2,692百万円が含まれております。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。

 ３　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結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

　該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３仲介 販売受託 賃貸

不動産
販売

計

営業収益 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客への営業収益 29,322 2,737 10,430 7,539 50,029 96 50,126 ― 50,126

　セグメント間の内部
　営業収益又は振替高

129 74 2 ― 205 0 206 △206 ―

計 29,451 2,811 10,432 7,539 50,235 96 50,332 △206 50,126

セグメント利益 6,424 40 1,200 940 8,606 52 8,659 △2,977 5,681
 

 （注）１　「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、エクイティ投資や、保険代理業

務、不動産鑑定業務等を含んでおります。

 　　 ２　セグメント利益の調整額△2,977百万円には、セグメント間取引消去△61百万円、各報告セグメントに配

分しない全社費用△2,915百万円が含まれております。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。

　　  ３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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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)

「賃貸事業」セグメントにおいて、回収可能価額が帳簿価額を下回った資産グループについて、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、減損損失として計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当

第３四半期連結累計期間においては53百万円であります。

　

(金融商品関係)

金融商品については、当社グループの事業の運営において重要なものとなっていないため、記載して

おりません。

　

(有価証券関係)

有価証券については、当社グループの事業の運営において重要なものとなっていないため、記載して

おりません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

１株当たり四半期純利益 27.26円 99.28円

 (算定上の基礎) 　 　

四半期純利益(百万円) 1,308 4,765

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,308 4,765

普通株式の期中平均株式数(千株) 47,998 47,998
 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。
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２ 【その他】

　第44期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）中間配当について、平成25年10月31日開催の

取締役会において、平成25年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行う

ことを決議いたしました。

　　　①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　 671百万円

　　　②１株当たりの金額　　　 　　　　　　　　　　 　14円00銭

　　　③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　平成25年12月６日
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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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新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   吉   村   　   基   印

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士　　小　　島　　亘　　司　　印

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成26年２月12日

東急リバブル株式会社

取締役会  御中

　

 

　

 

　
 

　
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」に掲げられている東

急リバブル株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期
間(平成25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成
25年12月31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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結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
ない四半期連結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、東急リバブル株式会社及び連結子会社の平
成25年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結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。
　

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。

２．四半期連結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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