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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】 

 （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（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ）は含まれておりません。 

３．当第１四半期連結累計(会計)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、１株当たり四

半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

回次 
第60期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第59期 

会計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日 

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

売上高（百万円） 22,406 95,298 

不動産賃貸収入（百万円） 1,063 4,260 

経常利益（百万円） 88 879 

当期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） △963 665 

純資産額（百万円） 26,465 27,601 

総資産額（百万円） 76,528 76,375 

１株当たり純資産額（円） 750.41 782.69 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり 

四半期純損失金額（△）（円） 
△27.37 18.74 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期） 

純利益金額（円） 
－ 18.74 

自己資本比率（％） 34.5 36.1 

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 32 6 

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △307 △1,783 

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 606 891 

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 

（百万円） 
1,581 1,250 

従業員数（人） 823 781 

MrMax
－ 1 －



２【事業の内容】 

 当第１四半期連結会計期間において、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。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、アルバイト、嘱託社員及び人材会社からの派遣社員

を含みます。）は、当第１四半期連結会計期間の平均人員を（   ）外数で記載しております。 

(2）提出会社の状況 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、アルバイト、嘱託社員及び人材会社からの派遣社員

を含みます。）は、当第１四半期会計期間の平均人員を（   ）外数で記載しております。 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 823 (1,529) 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 793 (1,466) 

MrMax
－ 2 －



第２【事業の状況】 

１【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当第１四半期連結会計期間の仕入実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

 なお、下記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 (2）販売実績 

 下記の金額には消費税等は含まれておりません。 

①地区別売上高 

 当第１四半期連結会計期間の販売実績を地区別に示すと次のとおりであります。 

（注） 福岡地区の売上高には、連結子会社㈱ネットマックスのインターネット・ショッピングサイト１店舗に

よる売上高 132百万円を含んでおります。 

②部門別売上高 

 当第１四半期連結会計期間の販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。 

部門別 
当第１四半期連結会計期間 

（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

ハードグループ（百万円） 4,434 

ソフトグループ（百万円） 1,656 

ゼネラルグループ（百万円） 12,027 

合計（百万円） 18,119 

地区別 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

    売上高（百万円） 

福岡地区 （長住店 他18店舗） 7,778 

大分地区 （中津店 他２店舗） 663 

熊本地区 （熊本インター店 他３店舗） 2,474 

宮崎地区 （日向店） 230 

佐賀地区 （北茂安店 他２店舗） 1,068 

長崎地区 （長崎店 他１店舗） 1,465 

鹿児島地区 （PC DEPOT鹿児島店） 234 

広島地区 （八本松店 他１店舗） 632 

山口地区 （末武店 他４店舗） 2,466 

群馬地区 （倉賀野店 他２店舗） 1,291 

千葉地区 （新習志野店 他２店舗） 2,217 

神奈川地区 （湘南藤沢店） 1,190 

東京地区 （町田多摩境店） 692 

合計 22,406 

部門別 
当第１四半期連結会計期間 

（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

ハードグループ（百万円） 5,298 

ソフトグループ（百万円） 2,196 

ゼネラルグループ（百万円） 14,911 

合計（百万円） 22,406 

MrMax
－ 3 －



 ③単位当たり売上高 

（注）１．従業員数には、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員及び人材会社からの派遣社員（月169時間換

算）を含んでおります。 

２．売場面積及び従業員数はいずれも期中平均であります。 

２【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

項  目 
当第１四半期連結会計期間 

（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

売上高（百万円） 22,406 

売場面積（㎡） 247,270 

１㎡当たり売上高（千円） 90 

従業員数（人） 2,352 

１人当たり売上高（千円） 9,526 

MrMax
－ 4 －



３【財政状態及び経営成績の分析】 

 当年度は四半期報告制度の導入初年度であるため、「(1）業績の状況」および「(3）キャッシュ・フローの状況」

において比較、分析に用いた前年同期数値は、独立監査人による四半期レビューを受けていません。 

（１）業績の状況 

 当第１四半期の連結経営成績は、米、酒類、スナック菓子等の食品の売上が好調だった一方で、昨年の任天堂

DSのヒットの反動でゲーム機本体の売上が前年を下回った他、DVDレコーダー、プレーヤーやエアコンの売上が

伸び悩んだことなどから、売上高は前年同期比0.8%の増加に留まり、売上高に不動産賃貸収入を加えた営業収益

は２３４億７０百万円（前年同期比101.0%）となりました。 

 重点商品に絞り込んだ仕入活動により、荒利益率が前年同期比0.5%改善したことなどから、売上総利益は前年

同期比3.2%増加し、不動産賃貸収入を加えた営業総利益は５８億９６百万円（前年同期比103.7%）となりました

が、主に、昨年７月に開業した町田多摩境ショッピングセンターと筑紫野店の経費が、当第１四半期連結会計期

間の経費の増加要因となったことなどから、販売費及び一般管理費は５８億４８百万円（前年同期比106.0%）と

増加し、営業利益は４８百万円（前年同期比28.3%）、経常利益は８８百万円（前年同期比35.2%）となりまし

た。 

 また、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用により、期首在庫にかかる棚卸資産の変更差額１０億２６

百万円を特別損失に計上しました。この結果、当四半期純損失は９億６３百万円（前年同期は１億４９百万円の

黒字）となりました。 

 なお、当社グループは、小売業及びこれに付随する業務を行っており、当該事業以外に事業の種類がないた

め、事業の種類別セグメントによる記載を省略しております。 

（２）財政状態の分析 

 （総資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、売掛金の増加などにより、前連結会計年度末に比べて１億５

２百万円増加し、７６５億２８百万円となりました。 

 （負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、買掛金や長期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比

べて１２億８８百万円増加し、５００億６２百万円となりました。 

 （純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べて１

１億３５百万円減少し、２６４億６５百万円となりました。 

（３）キャッシュ・フローの状況 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税金等調整前四半期純損失が９億２９百万円となり、また、売上債権が６億１９百万円増加した一方で、減価

償却費４億６３百万円、たな卸資産の減少４億７６百万円、仕入債務の増加４億１９百万円などにより、営業活

動により得られた資金は３２百万円となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産の取得９９百万円、無形固定資産の取得６９百万円などにより、投資活動に使用した資金は、３

億７百万円となりました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 長期借入金による収入３０億円に対し、長期・短期の借入れを２２億３２百万円返済したことなどにより、財

務活動により得られた資金は６億６百万円となりました。 

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ

３億３１百万円増加し、１５億８１百万円となりました。 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ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。 

MrMax
－ 5 －



第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第1四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

MrMax
－ 6 －



第４【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】 

②【発行済株式】 

（２）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

（３）【ライツプランの内容】 

 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】 

（５）【大株主の状況】 

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 80,000,000 

計 80,000,000 

種類 
第１四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成20年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年８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 39,611,134 39,611,134 

東京証券取引所 

（市場第一部） 

福岡証券取引所 

－ 

計 39,611,134 39,611,134 － － 

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 
（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20年４月１日～ 

平成20年６月30日 
－ 39,611,134 － 10,229 － 9,944 

MrMax
－ 7 －



（６）【議決権の状況】 

 当第１四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20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】 

 （注） 上記「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、55,100株（議決権の数551

個）含まれております。 

②【自己株式等】 

 （注） 上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が400株（議決権の数4

個）あります。 

なお、当該株式は、上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に含めております。

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

平成20年３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） 
普通株式 

4,389,200 
－ － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

34,994,500 
349,945 － 

単元未満株式 
普通株式 

227,434 
－ 一単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数 39,611,134 － － 

総株主の議決権 － 349,945 － 

平成20年３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 

（％） 

株式会社ミスターマックス 
福岡市東区松田 

一丁目５番７号 
4,389,200 － 4,389,200 11.1 

計 － 4,389,200 － 4,389,200 11.1 

月別 平成20年４月 ５ 月 ６ 月 

高（円） 455 435 414 

低（円） 400 385 353 
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第５【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）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、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30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。 

 なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から

名称変更しております。 
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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）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,581 1,250

売掛金 1,730 1,134

商品 8,889 9,370

その他 1,260 1,316

流動資産合計 13,462 13,072

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※  19,449 ※  19,715

土地 28,764 28,764

その他（純額） ※  903 ※  920

有形固定資産合計 49,116 49,400

無形固定資産 323 289

投資その他の資産   

投資有価証券 481 459

その他 13,149 13,158

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 13,625 13,613

固定資産合計 63,065 63,303

資産合計 76,528 76,375

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,263 12,846

短期借入金 370 530

1年内返済予定の長期借入金 8,178 7,898

未払法人税等 52 30

賞与引当金 208 414

その他 3,478 3,118

流動負債合計 25,551 24,838

固定負債   

長期借入金 15,733 15,085

退職給付引当金 411 405

その他 8,366 8,445

固定負債合計 24,511 23,936

負債合計 50,062 48,774

MrMax
－ 10 －



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,229 10,229

資本剰余金 9,951 9,951

利益剰余金 8,157 9,297

自己株式 △1,893 △1,893

株主資本合計 26,444 27,585

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15 △13

繰延ヘッジ損益 － △3

評価・換算差額等合計 △15 △17

少数株主持分 36 33

純資産合計 26,465 27,601

負債純資産合計 76,528 76,375
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

売上高 22,406

売上原価 17,573

売上総利益 4,833

不動産賃貸収入 1,063

営業総利益 5,896

販売費及び一般管理費  

販売費 1,227

一般管理費 ※1  4,620

販売費及び一般管理費合計 5,848

営業利益 48

営業外収益  

受取利息 23

受取手数料 45

仕入割引 45

その他 44

営業外収益合計 158

営業外費用  

支払利息 87

その他 32

営業外費用合計 119

経常利益 88

特別利益  

テナント解約収入 14

その他 0

特別利益合計 14

特別損失  

固定資産除却損 5

たな卸資産評価損 1,026

特別損失合計 1,032

税金等調整前四半期純損失（△） △929

法人税等 ※2  31

少数株主利益 3

四半期純損失（△） △963
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △929

減価償却費 463

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6

賞与引当金の増減額（△は減少） △206

受取利息及び受取配当金 △25

支払利息 87

有形固定資産除却損 5

売上債権の増減額（△は増加） △619

たな卸資産の増減額（△は増加） 476

仕入債務の増減額（△は減少） 419

その他 445

小計 123

利息及び配当金の受取額 5

利息の支払額 △78

法人税等の支払額 △18

営業活動によるキャッシュ・フロー 32

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △99

無形固定資産の取得による支出 △69

投資有価証券の取得による支出 △24

投資有価証券の売却による収入 0

その他 △114

投資活動によるキャッシュ・フロー △307

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） △160

長期借入れによる収入 3,000

長期借入金の返済による支出 △2,072

配当金の支払額 △161

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 606

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 331

現金及び現金同等物の期首残高 1,250

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,581

MrMax
－ 13 －



【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

【簡便な会計処理】 

【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１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

会計処理基準に関する事項の

変更 

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として売価還元法

による原価法によっておりましたが、当

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」(企業会計基

準第９号 平成18年７月５日)が適用され

たことに伴い、主として売価還元法によ

る原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に

比べて営業利益及び経常利益がそれぞれ

214百万円増加し、税金等調整前四半期

純損失は811百万円増加しております。 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

繰延税金資産および繰延税金

負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

ては、前連結会計年度末以降に経営環境

等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい

変化がないと認められるので、前連結会計

年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によ

っております。 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

税金費用  税金費用については、当第１四半期連結

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。  
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【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（株主資本等関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至

平成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式         39,611,134株 

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式          4,391,063株   

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、20,432百万円で 

 あります。 

※ 有形固定資産の減価償却累計額は、20,086百万円で 

 あります。  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※１．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。 

従業員給与手当 799百万円

従業員雑給 715  〃  

賞与引当金繰入額 207  〃  

退職給付費用 17  〃  

減価償却費 463  〃  

賃借料 1,105  〃  

※２． 当四半期連結会計期間における税金費用について

は、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理によ

り計算しているため、法人税等調整額は、「法人税

等」に含めて表示しております。 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在） 

現金及び預金勘定 1,581百万円

現金及び現金同等物 1,581 〃  

 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20年6月26日 

定時株主総会 
普通株式 176 5.0 平成20年３月31日 平成20年６月27日 利益剰余金 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 当連結グループは、小売業及びこれに付随する業務を行っており、当該事業以外に事業の種類がないた

め、該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

（注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（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。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 750.41円 １株当たり純資産額 782.69円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

 なお、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、１株当たり四半期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 △27.37円

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（百万円） △963 

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損失（百万円） △963 

普通株式の期中平均株式数（千株） 35,220 
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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。 

MrMax
－ 17 －



  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年８月12日

株式会社ミスターマックス 

（商号 株式会社ＭｒＭａｘ） 

  

取締役会 御中 

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 工藤 雅春  印 

 
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 村田 賢治  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ミスタ

ーマックス（商号 株式会社ＭｒＭａｘ）の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20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及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行われた。 

 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、株式会社ミスターマックス（商号 株式会社ＭｒＭａｘ）及び連結子

会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結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。 

追記事項 

 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、当第１四半期連結会計期

間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。 

 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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