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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．第60期第２四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、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。 

４．第60期第２四半期連結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、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２四半期連結 
累計期間 

第60期 
第２四半期連結 

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９月30日 

自 平成20年７月１日 
至 平成20年９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） 47,455 25,048 95,298 

不動産賃貸収入（百万円） 2,151 1,087 4,260 

経常利益（百万円） 495 407 879 

四半期（当期）純利益又は四半期純損

失（△）（百万円） 
△559 404 665 

純資産額（百万円） － 26,707 27,601 

総資産額（百万円） － 74,723 76,375 

１株当たり純資産額（円） － 764.51 782.69 

１株当たり四半期（当期）純利益金額

又は１株当たり四半期純損失金額

（△）（円） 

△15.93 11.52 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（％） － 35.7 36.1 

営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円） 
1,448 － 6 

投資活動によるキャッシュ・フロー

（百万円） 
△600 － △1,783 

財務活動によるキャッシュ・フロー

（百万円） 
△754 － 891 

現金及び現金同等物の四半期末 

（期末）残高（百万円） 
－ 1,343 1,250 

従業員数（人） － 817 781 

－ 1 －



２【事業の内容】 

 当第２四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２四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２四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２四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９月30日現在

従業員数（人） 817 (1,601) 

平成20年９月30日現在

従業員数（人） 787 (1,542) 

－ 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２四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２四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。 

②部門別売上高 

 当第２四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２四半期連結会計期間 

（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

ハードグループ（百万円） 5,018 

ソフトグループ（百万円） 1,210 

ゼネラルグループ（百万円） 12,531 

合計（百万円） 18,761 

地区別 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日） 

    売上高（百万円） 

福岡地区 （長住店 他17店舗） 8,725 

大分地区 （中津店 他２店舗） 811 

熊本地区 （熊本インター店 他３店舗） 2,765 

宮崎地区 （日向店） 259 

佐賀地区 （北茂安店 他２店舗） 1,175 

長崎地区 （長崎店 他１店舗） 1,592 

鹿児島地区 （PC DEPOT鹿児島店） 234 

広島地区 （八本松店 他１店舗） 692 

山口地区 （末武店 他４店舗） 2,835 

群馬地区 （倉賀野店 他２店舗） 1,409 

千葉地区 （新習志野店 他２店舗） 2,460 

神奈川地区 （湘南藤沢店） 1,316 

東京地区 （町田多摩境店） 769 

合計 25,048 

部門別 
当第２四半期連結会計期間 

（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

ハードグループ（百万円） 6,573 

ソフトグループ（百万円） 2,008 

ゼネラルグループ（百万円） 16,466 

合計（百万円） 25,048 

－ 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２四半期連結会計期間 

（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

売上高（百万円） 25,048 

売場面積（㎡） 247,234 

１㎡当たり売上高（千円） 101 

従業員数（人） 2,420 

１人当たり売上高（千円） 10,350 

－ 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２四半期会計期間の連結経営成績は、提出会社である（株）ミスターマックスの既存店売上高前年同期比

は101.1％と前年を上回りましたが、昨年７月に開店した新店２店舗の開店セールの反動などで、連結売上高は

前年同期比97.8%に留まりました。商品分類別では、酒類やペットボトル飲料等の食品、エアコンなどの季節家

電の売上が好調だった一方で、昨年の任天堂DSのヒットの反動の影響を受けたゲーム機本体及びソフトや、液晶

テレビやDVDレコーダー、プレーヤーなどの売上が前年を下回りました。 

 売上高に不動産賃貸収入を加えた連結営業収益は２６１億３６百万円（前年同期比98.0%）となりました。 

 重点商品に絞り込んだ仕入活動により、連結荒利益率が前年同期比0.8%改善したことなどから、不動産賃貸収

入を加えた連結営業総利益は６３億５４百万円（前年同期比101.6%）となりました。一方、前年同四半期連結会

計期間に新店及びショッピングセンターの開業が集中し、経費が増加した反動により、当第２四半期連結会計期

間の販売費及び一般管理費は、前年同期比96.7％の６０億１７百万円となりました。 

 以上の結果、連結営業利益は３億３７百万円（前年同期比984.1%）、連結経常利益は４億７百万円（前年同期

比509.8%）、連結四半期純利益は４億４百万円（前年同期比588.2％）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２四半期連結会計期間末における総資産は、商品の減少などにより、前連結会計年度末に比べて１６億５

２百万円減少し、７４７億２３百万円となりました。 

 （負債） 

 負債は、買掛金や借入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べて７億５８百万円減少し、４８０億１６

百万円となりました。 

 （純資産） 

 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８億９３百万円減少し、２６７億７百万

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利益が４億１７百万円、減価償却費が４億６３百万円、たな卸資産の減少が１０億１２

百万円となる一方で、仕入れ債務が３億９８百万円減少したことなどから、当第２四半期連結会計期間に営業活

動により得られた資金は１４億１６百万円となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産の取得１億３０百万円、無形固定資産の取得８７百万円などにより、当第２四半期連結会計期間

に投資活動に使用した資金は、２億９３百万円となりました。 

 （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１０億円に対し、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、当

第２四半期連結会計期間に財務活動に使用した資金は１３億６０百万円となりました。 

 これらの結果、当第２四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、１３億４３百万円となり

ました。 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四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。 

－ 5 －



第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第２四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２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であっ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。 

－ 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】 

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２四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成20年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年11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７月１日～ 

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

－ 7 －



（５）【大株主の状況】 

（注）１. 提出会社は自己株式 4,718.7千株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。 

２．りそな信託銀行株式会社から、平成20年８月20日（提出義務発生日 平成20年８月15日）に、大量保有に関

する変更報告書が提出されておりますが、当第２四半期会計期間末の株主名簿には記載、記録がなく、実質

所有状況が確認できないため、上記「大株主の状況」には含めておりません。 

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

ヒラノマネージメントビーヴィ 

（常任代理人 ＵＢＳ証券会社） 

Herengracht548，1017ＣＧ 

Amsterdam，the Netherlands 

（東京都千代田区大手町一丁目５番１号） 

6,435.5 16.25 

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,244.7 5.67 

平野 能章 福岡市東区 1,923.5 4.86 

有限会社 Waiz Holdings 福岡市東区松田一丁目５番７号 1,830.0 4.62 

株式会社 福岡銀行 福岡市中央区天神二丁目13番１号 1,404.2 3.55 

ミスターマックス取引先持株会 福岡市東区松田一丁目５番７号 1,121.9 2.83 

ＭｒＭａｘ社員持株会 福岡市東区松田一丁目５番７号 1,092.3 2.76 

平野 淳子 福岡市東区 821.9 2.08 

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目７番３号 801.2 2.02 

平野 耕司 福岡市東区 663.6 1.68 

計 － 18,339.2 46.30 

氏名または名称 住所 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合（％）

 りそな信託銀行株式会社  東京都千代田区大手町１丁目１番２号 1,471.7 3.72 
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（６）【議決権の状況】 

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、12,100株（議決権の数121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。 

平成20年９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） 
普通株式 

4,718,700 
－ － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

34,672,500 
346,725 － 

単元未満株式 
普通株式 

219,934 
－ 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 － 346,725 － 

平成20年９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 

（％） 

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 
4,718,700 － 4,718,700 11.9 

計 － 4,718,700 － 4,718,700 11.9 

月別 平成20年４月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 

高（円） 455 435 414 366 365 361 

低（円） 400 385 353 311 325 267 
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３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。 

役職の異動 

なお、当社では執行役員制度を導入しており、執行役員の異動は次のとおりであります。 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役執行役員 経営企画室長 取締役執行役員 商品本部長 吉田 康彦 平成20年10月１日

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

執行役員 商品本部長 執行役員 商品副本部長 宮崎 隆 平成20年10月１日

執行役員 商品開発部長 執行役員 
商品第二部長兼 

商品開発部長 
中務 茂夫 平成20年10月６日

執行役員 ＨＢＣ部長 執行役員 ＨＢＡ推進部長 山本 毅 平成20年10月６日

－ 10 －



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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,343 1,250

売掛金 1,759 1,134

商品 7,868 9,370

その他 1,081 1,316

流動資産合計 12,053 13,072

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※  19,151 ※  19,715

土地 28,764 28,764

その他（純額） ※  925 ※  920

有形固定資産合計 48,841 49,400

無形固定資産 369 289

投資その他の資産   

投資有価証券 399 459

その他 13,065 13,158

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 13,459 13,613

固定資産合計 62,670 63,303

資産合計 74,723 76,375

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,866 12,846

短期借入金 360 530

1年内返済予定の長期借入金 7,758 7,898

未払法人税等 67 30

賞与引当金 411 414

その他 3,015 3,118

流動負債合計 24,478 24,838

固定負債   

長期借入金 14,931 15,085

退職給付引当金 423 405

その他 8,182 8,445

固定負債合計 23,537 23,936

負債合計 48,016 48,774
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 8,561 9,297

自己株式 △2,007 △1,893

株主資本合計 26,735 27,585

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △58 △13

繰延ヘッジ損益 △1 △3

評価・換算差額等合計 △59 △17

少数株主持分 31 33

純資産合計 26,707 27,601

負債純資産合計 74,723 76,375
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 47,455

売上原価 37,355

売上総利益 10,100

不動産賃貸収入 2,151

営業総利益 12,251

販売費及び一般管理費  

販売費 2,507

一般管理費 9,358

販売費及び一般管理費合計 ※1  11,865

営業利益 385

営業外収益  

受取利息 48

受取手数料 102

仕入割引 105

その他 61

営業外収益合計 318

営業外費用  

支払利息 174

その他 34

営業外費用合計 208

経常利益 495

特別利益  

テナント解約収入 31

その他 0

特別利益合計 32

特別損失  

固定資産除却損 6

たな卸資産評価損 1,026

その他 6

特別損失合計 1,040

税金等調整前四半期純損失（△） △512

法人税等 ※2  49

少数株主損失（△） △1

四半期純損失（△） △559
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 25,048

売上原価 19,781

売上総利益 5,266

不動産賃貸収入 1,087

営業総利益 6,354

販売費及び一般管理費  

販売費 1,279

一般管理費 4,737

販売費及び一般管理費合計 ※1  6,017

営業利益 337

営業外収益  

受取利息 24

受取手数料 56

仕入割引 60

その他 21

営業外収益合計 163

営業外費用  

支払利息 87

その他 6

営業外費用合計 93

経常利益 407

特別利益  

テナント解約収入 17

その他 0

特別利益合計 17

特別損失  

固定資産除却損 1

投資有価証券評価損 5

その他 0

特別損失合計 7

税金等調整前四半期純利益 417

法人税等 ※2  17

少数株主損失（△） △4

四半期純利益 404
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △512

減価償却費 927

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18

賞与引当金の増減額（△は減少） △2

受取利息及び受取配当金 △50

支払利息 174

有形固定資産除却損 6

売上債権の増減額（△は増加） △693

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,489

仕入債務の増減額（△は減少） 20

その他 △97

小計 1,280

利息及び配当金の受取額 10

利息の支払額 △156

法人税等の支払額 △43

法人税等の還付額 358

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,448

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 △229

無形固定資産の取得による支出 △157

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 4

その他 △193

投資活動によるキャッシュ・フロー △600

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） △170

長期借入れによる収入 4,000

長期借入金の返済による支出 △4,294

自己株式の取得による支出 △114

配当金の支払額 △176

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △754

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 93

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 ※  1,343
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【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２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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、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

比べて当第２四半期連結累計期間の営業

利益及び経常利益がそれぞれ283百万円

増加し、税金等調整前四半期純損失は

743百万円増加しております。 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

税金費用  税金費用については、当第２四半期連結

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） 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９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、20,828百万円で 

 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２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 1,614百万円

従業員雑給 1,469  〃  

賞与引当金繰入額 411  〃  

退職給付費用 42  〃  

減価償却費 927  〃  

賃借料 2,210  〃  

※２． 当四半期連結累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２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９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 815百万円

従業員雑給 754  〃  

賞与引当金繰入額 204  〃  

退職給付費用 24  〃  

減価償却費 463  〃  

賃借料 1,104  〃  

※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２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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９月30日現在） 

現金及び預金勘定 1,343百万円

現金及び現金同等物 1,343 〃  
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（株主資本等関係） 

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至

平成20年９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          4,718,741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 

(2) 基準日が当第２四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２四半期連結会計期間

末後となるもの 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期

間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期

間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期

間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 

(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 

（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11月13日

取締役会 
普通株式 174 5.0 平成20年９月30日 平成20年12月２日 利益剰余金 

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９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 764.51円 １株当たり純資産額 782.69円

－ 19 －



２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等 

（注）１株当たり四半期純利益金額又は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） 

２【その他】 

平成20年11月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議いたしました。 

(イ) 中間配当による配当金の総額        174百万円 

(ロ) １株当たりの金額             ５円00銭 

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日    平成20年12月２日 

 (注) 平成20年9月30日現在の株主名簿及び実質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。 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９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 △15.93円

 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、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

１株当たり四半期純利益金額 11.52円

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額 
   

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） △559 404 

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又は四半期純損失

（△）（百万円） 
△559 404 

普通株式の期中平均株式数（千株） 35,151 35,082 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

 当社は、平成20年11月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、下記の自己株式取得に係る事項を決議いたしました。 

１．自己株式の取得を行う理由 

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。 

２．取得の内容 

(1) 取得対象株式の種類   当社普通株式 

(2) 取得しうる株式の総数  200万株（上限） 

(3) 株式の取得価額の総額  10億円（上限） 

(4) 取得期間         平成20年11月14日～平成21年３月19日 

(5) 取得の方法        市場買付 

 なお、当社は、平成20年７月10日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議しており、平成20年11月12日までに、当該取締役

会決議の自己株式の取得を終了いたしました。当該取締役会決議に基づく自己株式の取得は下記の通りです。 

取得株式数        1,000,000株 

取得金額         328百万円 

－ 20 －



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。 

－ 21 －



  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年11月13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２四半期連

結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20

年９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９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の

経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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。 

追記情報 

 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、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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