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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13期
第３四半期連結
累計期間

第14期
第３四半期連結
累計期間

第13期

 
 

会計期間
 
 

自平成22年
　10月１日
至平成23年
６月30日

自平成23年
　10月１日
至平成24年
６月30日

自平成22年
　10月１日
至平成23年
９月30日

売上高 （千円） 515,4282,033,0883,789,527

経常利益金額又は経常損失金額（△） （千円） △365,238△160,259 106,584

四半期純損失金額（△）又は当期純利益金額 （千円） △364,486△161,880 124,034

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △366,524△160,833 121,321

純資産額 （千円） 473,963 800,976 961,810

総資産額 （千円） 11,561,0108,961,13510,243,974

１株当たり四半期純損失金額（△）又は１株当

たり当期純利益金額
（円） △15.94 △6.85 5.38

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益

金額
（円） － － 5.29

自己資本比率 （％） 4.1 8.9 9.4

　

 
回次
 

第13期
第３四半期連結
会計期間

第14期
第３四半期連結
会計期間

 
 

会計期間
 
 

自平成23年
　４月１日
至平成23年
　６月30日

自平成24年
　４月１日
至平成24年
　６月30日

１株当たり四半期純損失金額（△）又は１株当

たり四半期純利益金額
（円） △6.01 △2.80

（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．第13期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４．第13期第３四半期連結累計期間及び第14期第３四半期連結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、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりませ

ん。
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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（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

当社グループのセグメントは、「分譲マンション開発事業」「収益不動産開発事業」「ソリューリョン事業」「そ

の他事業」に分類しておりました。

第１四半期連結累計期間より、当社セグメント分類をより明確にするため、「収益不動産開発事業」、「ソリュー

ション事業」及び「その他事業」の一部を統合し、「不動産ソリューション事業」と名称を変更しております。

不動産ソリューション事業には、当社グループが収益物件（賃貸マンション、オフィスビル等）を開発し、不動産投

資家等へ売却又は売却期間まで借主より賃料を収受する「収益不動産開発」、他社が開発した収益物件を取得し付加

価値を施したうえで、不動産投資家等へ売却又は売却期間まで借主より賃料を収受する「ソリューション」、その他

事業に属しておりました「不動産コンサルティング」及び「不動産仲介」に区分しております。

なお、主要な関係会社における異動はありません。 

　

（事業系統図）　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、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。　

 

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、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(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、東日本大震災の復興需要等を背景に緩やかな景気回復傾向は

継続しているものの、欧州諸国の債務危機等の影響を受けた金融資本市場の変動や海外の景気悪化懸念等により、

依然として不透明な状況にあります。

当社グループが属する不動産業界におきましては、分譲マンション市場では、需給バランスの指標である契約率

（首都圏）が、平成23年９月以降平成24年５月まで９カ月連続70.0％*
1
を上回っており、好調に推移しております。

一方、収益不動産市場は、都心５区におけるオフィスビルの平成24年６月末の空室率が9.43％*
2
となり、平成23年12

月以降７カ月連続9.00％前半で推移しております。このような空室率の高止まりの影響により、収益ビル等の取引

市況は、低調に推移しております。

このような事業環境の中、当社グループは、新中期経営計画である「Growing Up 2015」の最重要項目である［分

譲マンション開発事業への経営資源の集中］に注力しております。当第３四半期連結会計期間では、「アスコット

パーク日本橋人形町アトリエ」の完売（契約率：100.0％）及び新規分譲マンション開発用地の取得を実行してお

ります。また、当社グループ保有の収益不動産開発２物件の売却につきましては、取引市況等の動向を勘案しなが

ら、通期までの売却を計画しております。

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における経営成績は、売上高2,033百万円（前年同期比：

1,517百万円増）、営業損失１百万円（前年同期：営業損失164百万円）、経常損失160百万円（前年同期：経常損失

365百万円）、四半期純損失161百万円（前年同期：四半期純損失364百万円）となりました。

*
1
、*
2
　民間調査機関調べ

　

① セグメントの状況

セグメントの業績の概要は、以下のとおりであります。なお、各セグメントの売上高の金額は、セグメント間の内

部売上高又は振替高を含めない数値を記載しております。

なお、第１四半期連結会計期間より、従来のセグメント分類をより明確にする目的で「収益不動産開発事業」、

「ソリューション事業」及び「その他事業」の一部を統合し、「不動産ソリューション事業」と名称を変更してお

ります。　

　

（分譲マンション開発事業）

当第３四半期連結累計期間における分譲マンション開発事業の売上高は1,623百万円（前年同期比：1,623百万

円増）、営業利益は６百万円（前年同期：営業損失31百万円）となりました。

平成23年11月に「アスコットパーク東日本橋」の引渡、その引渡に伴う手数料収入等が主な売上高となりまし

た。また、開発プロジェクトである「アスコットパーク日本橋人形町アトリエ」は、販売が好調に推移し本書提出日

現在で完売（契約率100.0％）となっております。なお、前連結会計年度より分譲マンション開発用地の取得を再開

しており、当第３四半期連結累計期間までに３プロジェクトの開発を推進しております。　

　

（不動産ソリューション事業）

当第３四半期連結累計期間における不動産ソリューション事業の売上高は399百万円（前年同期比：110百万円

減）、営業利益は122百万円（前年同期：営業利益16百万円）となりました。当社グループの不動産ソリューション

事業は、収益不動産開発ならびにソリューション等に分かれており、その売上高及び営業利益は次のとおりであり

ます。

　

収益不動産開発　

当第３四半期連結累計期間の売上高は181百万円（前年同期比：80百万円増）、営業利益は52百万円（前年同

期：営業損失16百万円）となりました。
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当社グループが保有する収益ビル等において、借主から収受する賃料収入が主な売上高となりました。また、保

有する収益ビル等の平均面積稼働率（平成24年６月30日現在）は、67.3％となり前年同期の39.2％と比較して向

上しております。

　

ソリューション

当第３四半期連結累計期間の売上高は89百万円（前年同期比：307百万円減）、営業利益は34百万円（前年同

期比：２百万円減）となりました。

当社グループが保有する賃貸マンションにおいて、借主から収受する賃料収入が主な売上高となりました。

　

不動産コンサルティング、不動産仲介

当第３四半期連結累計期間の売上高は128百万円（前年同期比：116百万円増）、営業利益は35百万円（前年同

期：営業損失３百万円）となりました。

不動産コンサルティング及び不動産仲介におきましては、前連結会計年度より当社グループの新たな収益源と

して業務を強化しております。不動産コンサルタント業務におけるコンサルタント報酬及び不動産物件の仲介業

務における手数料収入が主な売上高となりました。

　

（その他事業）

当第３四半期連結累計期間の売上高は９百万円（前年同期比：４百万円増）、営業利益は３百万円（前年同期：

営業損失11百万円）となりました。

当社グループが出資している不動産ファンドの損益のうち、当社グループに帰属する持分相当額が主な売上高と

なりました。

　　

② 財政状態の状況

（資産の部）

当第３四半期連結会計期間末の総資産は8,961百万円（前連結会計年度末：10,243百万円）となり、前連結会計

年度と比較して1,282百万円の減少となりました。

流動資産は7,847百万円（前連結会計年度末：9,127百万円）となり、前連結会計年度と比較して1,279百万円の

減少となりました。主な要因として、分譲マンション開発事業１物件の引渡完了等に伴い「たな卸資産」が7,475百

万円（前連結会計年度末：8,347百万円）となり、前連結会計年度と比較して871百万円減少したこと、開発プロ

ジェクトに係る建築費等の支払、有利子負債の約定ならびに内入返済により「現金及び預金」が393百万円減少し

たこと等によります。

固定資産は1,113百万円（前連結会計年度末：1,116百万円）となり、前連結会計年度と比較して３百万円の減少

となりました。

　

（負債の部）

当第３四半期連結会計期間末の負債は8,160百万円（前連結会計年度末：9,282百万円）となり、前連結会計年度

と比較して1,122百万円の減少となりました。

流動負債は7,136百万円（前連結会計年度末：8,299百万円）となり、前連結会計年度と比較して1,163百万円の

減少となりました。主な要因として、プロジェクト推進による建築費等の開発費用及び分譲マンション開発事業１

物件の竣工引渡に伴う建築費等の支払により「買掛金」が306百万円減少したこと、分譲マンション開発事業１物

件の竣工引渡によるプロジェクト融資の返済等により「１年内返済予定の長期借入金」が726百万円減少したこと

等によります。

固定負債は1,023百万円（前連結会計年度末：982百万円）となり、前連結会計年度と比較して41百万円の増加と

なりました。主な要因として、「長期借入金」が１年内返済予定の長期借入金への振替により220百万円減少したも

のの、「社債」の新規発行により200百万円増加、当社グループが保有する収益物件の賃貸稼働率の上昇に伴い、借

主からの預り保証金が31百万円増加したこと等によります。

なお、当第３四半期連結会計期間末の有利子負債残高は7,736百万円（前連結会計年度末：8,397百万円）とな

り、前連結会計年度と比較して661百万円の減少となりました。

　

（純資産の部）

当第３四半期連結会計期間末の純資産は800百万円（前連結会計年度末：961百万円）となり、前連結会計年度と

比較して160百万円の減少となりました。主な要因として、四半期純損失の計上により利益剰余金が161百万円減少

したこと等によります。　
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(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更又

は新たに生じた課題はありません。

　

(3）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 50,000,000

計 50,000,000

 

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24年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成24年７月30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 23,620,004 23,620,004

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 23,620,004 23,620,004 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成24年７月１日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式

数は含まれておりません。

 

（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24年４月１日～

平成24年６月30日
－ 23,620,004 － 1,434,611 － 1,131,983

　

　

（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24年３月31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24年６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） － － －

 完全議決権株式（その他） 普通株式　23,619,800 236,198単元株式数　100株

 単元未満株式 普通株式 　　　　204 － －

 発行済株式総数   　　　　23,620,004 － －

 総株主の議決権 － 236,198 －

　

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24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年10月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、アスカ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）

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 652,546 258,812

売掛金 36,390 31,380

販売用不動産 5,220,438 5,141,309

仕掛販売用不動産 3,127,188 2,334,408

貯蔵品 420 386

その他 91,341 81,646

貸倒引当金 △1,202 △284

流動資産合計 9,127,122 7,847,658

固定資産

有形固定資産 758,603 754,035

無形固定資産

その他 3,422 2,658

無形固定資産合計 3,422 2,658

投資その他の資産 354,825 356,783

固定資産合計 1,116,851 1,113,477

資産合計 10,243,974 8,961,135

負債の部

流動負債

買掛金 365,511 58,559

短期借入金 330,000 415,000

1年内返済予定の長期借入金 7,176,831 6,450,285

未払法人税等 4,215 2,478

賞与引当金 2,754 1,292

災害損失引当金 11,500 2,247

その他 408,788 206,599

流動負債合計 8,299,601 7,136,463

固定負債

社債 － 200,000

長期借入金 890,963 670,731

その他 91,599 152,964

固定負債合計 982,563 1,023,696

負債合計 9,282,164 8,160,159
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,434,611 1,434,611

資本剰余金 1,134,408 1,134,408

利益剰余金 △1,598,442 △1,760,322

株主資本合計 970,576 808,696

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △10,117 △9,687

その他の包括利益累計額合計 △10,117 △9,687

新株予約権 1,350 1,350

少数株主持分 － 616

純資産合計 961,810 800,976

負債純資産合計 10,243,974 8,961,135
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 515,428 2,033,088

売上原価 409,746 1,686,014

売上総利益 105,682 347,074

販売費及び一般管理費 270,485 348,582

営業損失（△） △164,803 △1,508

営業外収益

受取利息 62 32

受取配当金 297 297

違約金収入 5,211 －

貸倒引当金戻入額 － 917

賞与引当金戻入額 － 705

その他 113 73

営業外収益合計 5,684 2,026

営業外費用

支払利息 183,942 148,915

その他 22,177 11,861

営業外費用合計 206,120 160,777

経常損失（△） △365,238 △160,259

特別利益

過年度損益修正益 4,147 －

貸倒引当金戻入額 921 －

特別利益合計 5,069 －

特別損失

固定資産除却損 46 157

災害による損失 480 －

災害損失引当金繰入額 3,496 －

特別損失合計 4,022 157

税金等調整前四半期純損失（△） △364,192 △160,416

法人税等 847 847

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △365,039 △161,263

少数株主利益又は少数株主損失（△） △553 616

四半期純損失（△） △364,486 △161,880
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △365,039 △161,263

その他の包括利益

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,485 430

その他の包括利益合計 △1,485 430

四半期包括利益 △366,524 △160,833

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △365,971 △161,449

少数株主に係る四半期包括利益 △553 616

EDINET提出書類

株式会社アスコット(E21391)

四半期報告書

13/20



【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23年10月１日
至　平成24年６月30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。

    

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年10月１日　
　　至　平成24年６月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

  第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。
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【注記事項】

（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・フロー計算書及び前第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（の

れんを除く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22年10月１日
至　平成23年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成24年６月30日）

　減価償却費 54,053千円 51,372千円

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年10月１日　至　平成23年６月30日）

１．配当に関する事項

（1）配当金支払額

該当事項はありません。 

 

（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。 

　

２．株主資本の金額の著しい変動

平成22年11月１日払込の第三者割当による新株式の発行（3,076,800株）及び、平成23年４月19日付の第５

回新株予約権の行使による新株式の発行（542,526株）により、資本金が119,549千円、資本準備金が115,930

千円増加しております。この結果、資本金が1,434,611千円、資本準備金が1,134,408千円となっております。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年６月30日）

１．配当に関する事項

（1）配当金支払額

該当事項はありません。 

 

（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。 

　

２．株主資本の金額の著しい変動

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22年10月１日　至　平成23年６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
その他
（注）

合計不動産
開発事業

ソリュー
ション事業

計

売上高      
外部顧客への売上高 101,735396,847498,583 16,845 515,428
セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 101,735396,847498,583 16,845 515,428

セグメント利益又は損
失（△）

△48,760 36,516△12,244△15,422△27,666

（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、不動産ファンド及び不動

産コンサルティング業務等を含んでおります。

　

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）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 △12,244
「その他」の区分の損失 △15,422
全社費用（注） △137,136

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △164,803

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の一般管理費であります。

　

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

　　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年10月１日　至　平成24年６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

その他
（注）

合計
分譲

マンション
開発事業

不動産
ソリュー
ション事業

計

売上高  　    
外部顧客への売上高 1,623,160399,9472,023,1079,9812,033,088
セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － 2,857 2,857

計 1,623,160399,9472,023,10712,8382,035,945

セグメント利益 6,215 122,355128,570 3,373 131,944

（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、不動産ファンド等を含ん

でおります。

　　　

２．報告セグメントの利益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）

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 128,570
「その他」の区分の利益 3,373
全社費用（注） △133,452

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △1,508

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の一般管理費であります。

　

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

該当事項はありません。

　

４．報告セグメントの変更等に関する事項

　　　事業セグメントである、「分譲マンション開発事業」は前連結会計年度より重要性が増したため、報告セ

グメントとして別掲しております。

　　　また、第１四半期連結累計期間より、当社セグメント分類をより明確にするため「収益不動産開発事

業」、「ソリューション事業」及び「その他事業」の一部を統合し、「不動産ソリューション事業」と

名称を変更し報告セグメントとして別掲しております。

    　なお、前連結会計年度の対応する四半期連結累計期間について、変更後の区分方法により作成した報告

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は、以下のとおりであります。

　　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年10月１日　至　平成23年６月30日）

（単位：千円）　

 

報告セグメント

その他
（注）

合計
分譲

マンション
開発事業

不動産
ソリュー
ション事業

計

売上高      
外部顧客への売上高 － 510,427510,427 5,001 515,428
セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － －

計 － 510,427510,427 5,001 515,428

セグメント利益又は損
失（△）

△31,946 16,227△15,718△11,947△27,666

（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、不動産ファンド等を含ん

でおります。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成24年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △15円94銭 △6円85銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純損失金額（千円） △364,486 △161,880
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前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成23年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成24年６月30日）

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損失金額（千円） △364,486 △161,880

普通株式の期中平均株式数（株） 22,859,911 23,620,004

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、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

　

―――――

　

―――――

　（注）潜在株式調整後１当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額

である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】

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24年７月30日

株式会社アスコット

取締役会　御中
 

アスカ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田中　大丸　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 法木　右近　　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アスコット

の平成23年10月１日から平成24年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成24

年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年10月１日から平成24年６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、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、株式会社アスコット及び連結子会社の平成24年６月30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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