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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51期

第２四半期累計期間
第52期

第２四半期累計期間
第51期

会計期間
自  2012年２月21日
至  2012年８月20日

自  2013年４月１日
至  2013年９月30日

自  2012年２月21日
至  2013年３月31日

売上高 (千円) 10,378,817 9,576,159 22,338,012

経常損失（△） (千円) △485,948 △787,572 △1,152,360

四半期(当期)純損失（△） (千円) △1,825,596 △737,192 △2,510,312

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 4,976,635 4,976,635 4,976,635

発行済株式総数 (株) 23,185,983 23,185,983 23,185,983

純資産額 (千円) 4,801,287 3,379,328 4,119,530

総資産額 (千円) 11,068,730 10,261,732 11,283,660

１株当たり四半期
(当期)純損失金額（△）

(円) △78.76 △31.81 △108.31

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) ― ― ―

自己資本比率 (％) 43.4 32.9 36.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △219,152 △1,096,115 △179,032

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 75,442 45,787 167,151

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △215,378 599,814 234,613

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 462,637 593,944 1,044,458

　

回次
第51期

第２四半期会計期間
第52期

第２四半期会計期間

会計期間
自  2012年５月21日
至  2012年８月20日

自  2013年７月１日
至  2013年９月30日

１株当たり四半期純損失金額
（△）

(円) △70.19 △14.78

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　持分法を適用した場合の投資損益については関連会社の重要性が乏しいため記載を省略しております。

３　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、１株当たり四半期(当期)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51期は決算期変更により2012年２月21日から2013年３月31日までとなっております。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項の

うち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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。

当社は、2007年２月期（第45期）以降営業損失を計上しております。また当第２四半期累計期間におい

ても営業損失８億20百万円、四半期純損失７億37百万円を計上しており、引き続き事業の業績の着実な改

善に取り組んでまいります。当該状況により当社には、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重

要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりますが、「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(6)事業等のリスクに記載した重要事象等を解消し、又は改善するための対応策」に記

載のとおり、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められなくなったと判断しております。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、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、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２四半期累計期間（2013年４月１日から2013年９月30日まで)におけるわが国経済は、新政権に

よる経済政策・金融政策の効果により株価上昇等の動きがみられたものの、個人の可処分所得について

は未だ増加の兆しがみられず、消費支出の本格的な回復には至っておりません。

　また、消費税増税による実質所得の減少が懸念されるなど、先行き不透明な状況が続いております。

　当社が属する小売業界におきましては、消費者の節約志向、低価格志向が依然続く中、円安による仕

入価格の高騰や業種・業態を超えた競争の激化など、厳しい状況となっております。

　当社は、このような事業環境の中、2012年11月に株式会社ゼンショーホールディングスの連結子会社

となり、「地域社会に愛され、信頼される店づくり」という当社の経営理念を達成すべく、グループシ

ナジーを最大限に活用し、生鮮部門の強化や取扱い商品の拡充など抜本的な取り組みを行っておりま

す。

　また、物流システムを再構築すべく、鮮魚・青果部門の商品を取り扱う生鮮物流センター（埼玉県上

尾市）、精肉・日配品部門等の商品を取り扱うチルド物流センター（埼玉県春日部市）を新設いたしま

した。

　店舗面におきましては、一部店舗において設備及び備品の更新や取扱い商品の見直しなどを行い、収

益の改善に向けて取り組みました。

　現在、全社一丸となった構造改革の途上であり、当第２四半期累計期間の業績は、営業収益（売上高

及び営業収入の合計）102億17百万円、営業損失８億20百万円、経常損失７億87百万円、四半期純損失

７億37百万円となりました。

当社は、2013年３月期に決算日を２月20日から３月31日に変更しており、2014年３月期第２四半期は

比較対象期間が異なることから、対前年同四半期増減率については記載しておりません。
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(2) 財政状態の分析

資産の残高は102億61百万円で、前事業年度末に比べ10億21百万円減少しました。これは主に、現金

及び預金、商品、建設協力金等が減少したことによるものであります。

　負債の残高は68億82百万円で、前事業年度末に比べ２億81百万円減少しました。これは主に、関係会

社短期借入金が増加した一方で、買掛金、店舗閉鎖損失引当金、長期借入金等が減少したことによるも

のであります。

　純資産の残高は33億79百万円で、前事業年度末に比べ７億40百万円減少しました。これは主に、利益

剰余金の減少によるものであります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は５億93百万円

で、前事業年度末に比べ４億50百万円減少しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税引前四半期純損失を計上したこと、仕入債務

が減少したこと等により、10億96百万円の資金の減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出があった一方、

有形固定資産の売却及び建設協力金の回収による収入等があった結果、45百万円の資金の増加となりま

した。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、親会社からの借入による収入があった一方、長

期借入金の返済による支出等があった結果、５億99百万円の資金の増加となりました。

当社は、2013年３月期に決算日を２月20日から３月31日に変更しており、2014年３月期第２四半期は

比較対象期間が異なることから、対前年同四半期増減率については記載しておりません。

　

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に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。
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(6)事業等のリスクに記載した重要事象等を解消し、又は改善するための対応策

当社は、2007年２月期（第45期）以降営業損失を計上しております。また当第２四半期累計期間にお

いても営業損失８億20百万円、四半期純損失７億37百万円を計上しており、引き続き事業の業績の着実

な改善に取り組んでまいります。当該状況により当社には、将来にわたって事業活動を継続するとの前

提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりますが、2012年11月に株式会社ゼンショーホー

ルディングスの連結子会社となり、そのグループシナジーを最大限に活用することにより、業績改善に

取り組んでおり、財務的その他の支援も十分に受けることができる環境が整いました。

　このような背景から、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められなくなったと判断し、継続

企業の前提に関する注記の記載を解消しております。
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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 40,300,100

計 40,300,100

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2013年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2013年11月11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 23,185,983 23,185,983
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は
100株であります

計 23,185,983 23,185,983 ― ―

　

(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)

2013年７月１日～
2013年９月30日

― 23,185,983 ― 4,976,635 ― ―
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(6) 【大株主の状況】

2013年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ゼンショーホールディン
グス　　

東京都港区港南２丁目18－１ 18,235,097 78.64

株式会社埼玉りそな銀行 埼玉県さいたま市浦和区常盤７丁目４－１ 996,718 4.29

株式会社武蔵野銀行
埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目10番地
８号

469,573 2.02

あいおいニッセイ同和損害保険
株式会社

東京都渋谷区恵比寿１丁目28番１号 396,994 1.71

マルヤ従業員持株会 埼玉県春日部市小渕243番地 389,713 1.68

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８－11 381,500 1.64

株式会社マルヤ住宅サービス協
会

埼玉県春日部市豊町４丁目１番地10 67,924 0.29

三井食品株式会社 東京都中央区八重洲２丁目７－２ 61,100 0.26

加藤産業株式会社 兵庫県西宮市松原町９番20号 52,694 0.22

山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町３丁目10－１号 40,748 0.17

計 ― 21,092,061 90.96
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 2013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)
（自己保有株式）
普通株式　8,100

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

23,160,600
231,606 ―

単元未満株式 普通株式　17,283 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 23,185,983 ― ―

総株主の議決権 ― 231,606 ―

(注) １　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義株式100株（議決権1個）が含まれ

ております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義株式55株及び、当社所有の自己株式56株が含ま

れております。

　

② 【自己株式等】

　 　 2013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(％)

（自己保有株式）
株式会社マルヤ

埼玉県春日部市小渕243番
地

8,100 ― 8,100 0.03

計 ― 8,100 ― 8,100 0.03

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役副会長 ― 竹井功一 2013年７月10日

取締役 MD本部統括部長 村尾利昭 2013年７月10日

　

(3) 役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役副会長 代表取締役社長 折原　昭 2013年７月10日

EDINET提出書類

株式会社マルヤ(E03218)

四半期報告書

 8/20



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２四半期会計期間(2013年７月１日から

2013年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(2013年４月１日から2013年９月30日まで)に係る四半期財

務諸表について、あらた監査法人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

「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）第５条第

２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目

からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げ

ない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は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
(2013年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2013年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,044,458 593,944

売掛金 2,280 1,713

商品 692,007 493,581

貯蔵品 5,787 4,555

その他 530,338 406,371

貸倒引当金 △333 △240

流動資産合計 2,274,538 1,499,926

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,381,241 2,349,613

土地 3,337,841 3,337,841

その他（純額） 186,667 182,902

有形固定資産合計 5,905,750 5,870,356

無形固定資産 187,633 187,549

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,614,299 1,520,630

建設協力金 1,075,280 970,862

その他 243,477 229,491

貸倒引当金 △17,319 △17,085

投資その他の資産合計 2,915,738 2,703,899

固定資産合計 9,009,121 8,761,806

資産合計 11,283,660 10,261,732

負債の部

流動負債

買掛金
※1 1,431,897 954,902

関係会社短期借入金 1,600,000 2,400,000

1年内返済予定の長期借入金 393,600 393,600

未払金 498,479 340,555

未払法人税等 42,707 29,014

賞与引当金 27,000 －

店舗閉鎖損失引当金 443,848 247,339

その他 253,969 296,438

流動負債合計 4,691,503 4,661,849

固定負債

長期借入金 1,535,600 1,338,800

退職給付引当金 233,756 227,448

関係会社事業損失引当金 8,000 8,000

長期預り保証金 365,785 330,644
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(単位：千円)

前事業年度
(2013年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2013年９月30日)

資産除去債務 217,341 215,720

その他 112,142 99,941

固定負債合計 2,472,626 2,220,555

負債合計 7,164,130 6,882,404

純資産の部

株主資本

資本金 4,976,635 4,976,635

資本剰余金 2,566,915 2,566,915

利益剰余金 △3,422,512 △4,159,704

自己株式 △4,632 △4,642

株主資本合計 4,116,405 3,379,202

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,124 125

評価・換算差額等合計 3,124 125

純資産合計 4,119,530 3,379,328

負債純資産合計 11,283,660 10,261,732
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 2012年２月21日
　至 2012年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自 2013年４月１日
　至 2013年９月30日)

売上高 10,378,817 9,576,159

売上原価 8,191,287 7,740,963

売上総利益 2,187,529 1,835,196

営業収入 606,671 640,905

営業総利益 2,794,201 2,476,101

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 1,109,021 1,066,759

賞与引当金繰入額 20,000 －

退職給付費用 28,072 32,110

不動産賃借料 774,340 714,696

減価償却費 126,244 86,181

その他 1,233,659 1,396,979

販売費及び一般管理費合計 3,291,338 3,296,727

営業損失（△） △497,137 △820,625

営業外収益

受取利息 19,549 15,823

受取配当金 164 222

貸倒引当金戻入額 5,797 －

賞与引当金戻入額 － 27,000

物品売却益 10,762 4,549

その他 10,490 11,811

営業外収益合計 46,763 59,407

営業外費用

支払利息 34,815 26,051

その他 759 303

営業外費用合計 35,574 26,354

経常損失（△） △485,948 △787,572

特別利益

固定資産売却益 － 73,237

特別利益合計 － 73,237

特別損失

固定資産除却損 6,281 6,857

減損損失 783,366 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 478,000 －

関係会社株式評価損 49,999 －

その他 5,000 －

特別損失合計 1,322,648 6,857

税引前四半期純損失（△） △1,808,596 △721,192

法人税、住民税及び事業税 17,000 16,000

法人税等調整額 － －

法人税等合計 17,000 16,000

四半期純損失（△） △1,825,596 △737,192
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 2012年２月21日
 至 2012年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自 2013年４月１日
 至 2013年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △1,808,596 △721,192

減価償却費 126,244 86,181

減損損失 783,366 －

不動産賃借料相殺額 94,530 92,094

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,000 △27,000

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 397,133 △196,509

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,147 △6,307

受取利息及び受取配当金 △19,713 △16,046

支払利息 34,815 26,051

有形固定資産売却損益（△は益） － △73,237

関係会社株式評価損 49,999 －

たな卸資産の増減額（△は増加） 99,420 199,657

仕入債務の増減額（△は減少） 50,579 △476,995

未払消費税等の増減額（△は減少） △45,988 25,662

その他 39,520 79,100

小計 △208,836 △1,008,541

利息及び配当金の受取額 6,225 3,266

利息の支払額 △30,756 △22,464

預り保証金の増減額（△は減少） △10,636 △26,029

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 24,852 △42,346

営業活動によるキャッシュ・フロー △219,152 △1,096,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 30,000 －

有形固定資産の取得による支出 △151,406 △93,525

有形固定資産の売却による収入 － 73,237

敷金及び保証金の回収による収入 85,375 22,895

建設協力金の回収による収入 141,153 43,414

その他 △29,678 △234

投資活動によるキャッシュ・フロー 75,442 45,787

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） △129,050 800,000

長期借入れによる収入 180,000 －

長期借入金の返済による支出 △264,294 △196,800

自己株式の取得による支出 △18 △10

その他 △2,016 △3,374

財務活動によるキャッシュ・フロー △215,378 599,814

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △359,088 △450,513

現金及び現金同等物の期首残高 821,725 1,044,458

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 462,637 ※1 593,944
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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。

　
(会計方針の変更等)

当第２四半期累計期間
(自 2013年４月１日 至 2013年９月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社は、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法について、従来、定率法（ただし、建物（建物付属

設備を除く）については定額法）を採用しておりましたが、連結決算を行っている親会社と会計処理を統一するた

め、第１四半期会計期間から定額法に変更しております。

　この変更は、事業構造改革を進めることに伴い、固定資産の使用状況が変化し安定的に使用されることとなるた

め、定額法が資産の使用状況の実態により適合すると判断したことによるものであります。

　この変更により、従来の方法と比べて、当第２四半期累計期間の営業損失、経常損失および税引前四半期純損失

はそれぞれ23,944千円減少しております。
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(四半期貸借対照表関係)

※１ 前事業年度末が金融機関の休日であったため、債務の一部について期末日期日のものが前事業年度末

残高に含まれております。

　
前事業年度

(2013年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2013年９月30日)

買掛金 334,158千円 ―

（注）第１四半期会計期間より期末日が休日の場合は翌月初の支払いから営業日末の支払に変更しております。

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次

のとおりであります。

　

　
前第２四半期累計期間
(自 2012年２月21日
至 2012年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自 2013年４月１日
至 2013年９月30日)

現金及び預金 462,637千円 593,944千円

預入期間が３か月を超える定期預金 ― ―

現金及び現金同等物 462,637千円 593,944千円

　

(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自  2012年２月21日  至  2012年８月20日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第２四半期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２四半期累計期間(自  2013年４月１日  至  2013年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第２四半期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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(持分法損益等)

当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しいため、記載を省

略しております。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第２四半期累計期間(自 2012年２月21日 至 2012年８月20日)及び当第２四半期累計期間(自 2013年４

月１日 至 2013年９月30日)

当社は、食料品・日用品雑貨を主体とした小売事業の展開とこれらの付随業務を事業内容とする単一

事業を行っているため、セグメント情報の記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期累計期間
(自  2012年２月21日
至  2012年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自  2013年４月１日
至  2013年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △78.76円 △31.81円

(算定上の基礎) 　 　

四半期純損失金額（△）(千円) △1,825,596 △737,192

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) △1,825,596 △737,192

普通株式の期中平均株式数(千株) 23,178 23,177

(注)  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。
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(重要な後発事象)

当社は、2013年10月22日開催の取締役会において、株式会社山口本店（栃木県足利市）の食品スー

パー事業並びにその関連事業を譲受けることを決議し、2013年11月１日付で譲受けました。

　　

１． 事業譲受けの理由

　当社は、埼玉県・千葉県を中心に食品スーパーを展開しており、株式会社山口本店は、栃木県足利市

を中心に食品スーパーを８店舗展開している企業であります。株式会社山口本店の出店エリアが、当社

の出店エリア周辺に位置することから、当社及び当社の属するゼンショーグループの食品小売事業の拡

大・強化において相乗効果が見込まれると判断し、株式会社山口本店の事業を譲受けることとなりまし

た。

 

２． 事業譲受けの概要

(1) 譲受け事業の内容

　株式会社山口本店の食品スーパー事業（栃木県・群馬県における食品スーパー８店舗の運営）並びに

その関連事業

(2) 譲受け価格及び決済方法

① 譲受け価格　365百万円

② 決済方法　　対価を現金で支払い

 

３． 相手先の概要

(１)　名称 株式会社山口本店

(２)　所在地 栃木県足利市永楽町４番地１

(３)　代表者 千代間　昇一

(４)　事業内容 食品スーパー「Yamaguchi」及び「ヤマグチ」の運営

(５)　資本金 10百万円

　

４． 譲受け資産・負債の額

譲受け資産（主に有形固定資産）が1,160百万円、譲受け負債（主に買掛金）が310百万円となりま

す。最終的には、2013年10月31日時点の時価評価額をもって決定いたしますが、現在精査中でありま

す。

　

５． 事業譲受け日

2013年11月１日

　

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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あらた監査法人

指定社員
業務執行社員

　公認会計士   加　藤　真　美   　 印

指定社員
業務執行社員

　公認会計士   仲　澤　孝　宏   　 印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
2013年11月８日

株式会社マルヤ

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」に掲げられている株

式会社マルヤの2013年４月１日から2014年３月31日までの第52期事業年度の第２四半期会計期間（2013年７

月１日から2013年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（2013年４月１日から2013年９月30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、四半期キャッシュ・フロー計算書及

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、株式会社マルヤの2013年９月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期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。

　
強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2013年10月22日開催の取締役会において、株式会社山

口本店の食品スーパー事業並びにその関連事業を譲り受けることを決議している。

　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。

　

EDINET提出書類

株式会社マルヤ(E03218)

四半期報告書

19/20



　

その他の事項

株式会社マルヤの2013年３月31日をもって終了した前事業年度の第２四半期会計期間及び第２四半期累計

期間に係る四半期財務諸表並びに前事業年度の財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー

及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期財務諸表に対して2012年10月３日付けで無限定の結

論を表明しており、また、当該財務諸表に対して2013年６月７日付けで無限定適正意見を表明している。

　

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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