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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87期

第２四半期
連結累計期間

第88期
第２四半期
連結累計期間

第87期

会計期間

自平成27年
　３月１日
至平成27年
　８月31日

自平成28年
　３月１日
至平成28年
　８月31日

自平成27年
　３月１日
至平成28年
　２月29日

売上高 （百万円） 9,398 9,402 19,612

経常利益 （百万円） 15 26 134

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）

（百万円） △8 37 68

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 5 39 91

純資産額 （百万円） 1,572 1,698 1,658

総資産額 （百万円） 13,161 13,660 14,174

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） △10.90 46.58 85.89

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 11.9 12.4 11.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 109 340 203

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △624 △112 △840

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △727 △767 525

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 562 1,154 1,694

 

回次
第87期

第２四半期
連結会計期間

第88期
第２四半期
連結会計期間

会計期間

自平成27年
　６月１日
至平成27年
　８月31日

自平成28年
　６月１日
至平成28年
　８月31日

１株当たり四半期純損失金額（△) （円） △32.45 △5.83

　（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、消費税等は含んでおりません。

３．第87期及び第88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（当期）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。第87期第２四半期連結累計期間の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金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益又は四半期純損失」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益

又は親会社株主に帰属する四半期純損失」としております。
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２【事業の内容】

当第２四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。また、主要な関係会社における異動もありません。
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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。

また、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２四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、当四半期連結会計期間の末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２四半期連結累計期間（平成28年３月１日～平成28年８月31日）における国内経済は、国の各種政策の効果

もあり、雇用・所得環境の改善傾向が見られるなど、景気は緩やかな回復基調にありましたが、中国を初めとする

アジア新興国の景気の下振れに加え、海外経済の不確実性の高まりによる金融市場の変動の影響もあり、内需を中

心とした景気の先行きは依然として楽観視できない状況で推移いたしました。

百貨店業界におきましては、全国的な消費マインドの低下に加え、大都市圏でもこれまで好調だったインバウン

ド購買がマイナス基調に転じるなど、依然として厳しい商況が続いております。

このような状況の中、当社グループは中期経営計画（平成26年度～平成28年度）の最終年度を迎え、そのビジョ

ンに掲げる「日本一生き生きとした百貨店」の実現に向け、さらなる取り組みの強化に努めるべく、各種の営業施

策を展開してまいりました。

営業面では、激化している姫路商圏のオーバーストア状態の中で差別化を図るべく、引き続き、商品力の強化と

店舗環境の整備に注力してまいりました。具体的な取り組みといたしましては、前年に引き続き、婦人服売場に

「ハナエモリ」・「ユキトリヰ」・「セオリーリュクス」などの新ショップをオープンするとともに、婦人雑貨売

場では国内外で人気の総合ジュエリーショップ「TASAKI」と、洗練されたシンプルなデザインと確かな品質で女性

に支持されているジュエリーブティック「4℃」を導入いたしました。さらに、地階食品フロアでは、バイヤー自

慢の目利きで、鮮度と品質にこだわった逸品を提供する精肉店「肉処 かつヰ」を新たにオープンし、同時に鮮

魚・青果売場を合わせた、生鮮コーナーのリニューアルを実施したことで、品揃え強化による新たなお客様の獲得

に努めました。美術催事といたしましては、日本画界を代表する画家「中島千波の花の世界展」を初開催するとと

もに、北大路魯山人・宮川香山など日本の近代工芸史を彩る巨匠陶芸家を展観した「魯山人と近代巨匠陶芸展」、

幅広い年齢層から人気のあるアニメ界の二大スター「松本零士と手塚治虫展」を開催し、いずれも大きな成果をあ

げることができました。

経費面におきましては、競合店対策経費や改装経費を賄うべく、限られた経営資源の中で効率的な運用に努めま

した。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は9,402百万円（前年同期売上高9,398百万円）と、厳しい環境の

なか、リモデル効果もあり前年同期を維持しました。また、利益面につきましては、23百万円の営業損失（前年同

期営業損失30百万円）、経常利益は26百万円（前年同期比72.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は37百

万円（前年同期親会社株主に帰属する四半期純損失８百万円）と、経費の効率的な運用が奏功し、前年同期に比べ

いずれも改善しました。

 

(2）財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ513百万円減少し、13,660百万円となりまし

た。これは主に、借入金の返済による現金及び預金の減少539百万円等によるものであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ553百万円減少し、11,962百万円となりました。これは主に、支払手形及び買

掛金の増加129百万円等に対し、返済による借入金の減少760百万円等によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ39百万円増加し、1,698百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰

属する四半期純利益による利益剰余金の増加37百万円によるものであります。
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(3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

539百万円減少し、1,154百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は340百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益44百万

円、減価償却費205百万円、仕入債務の増加145百万円等による収入に対し、売上債権の増加68百万円等による支

出によるものであり、前年同四半期連結累計期間に比べ231百万円収入増となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は112百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出107

百万円等によるものであり、前年同四半期連結累計期間に比べ511百万円支出減となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は767百万円となりました。これは主として、借入金の返済760百万円等の支払が

あったことによるものであり、前年同四半期連結累計期間に比べ40百万円支出増となりました。

 

(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重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

(5）研究開発活動

該当事項はありません。
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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 2,000,000

計 2,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成28年８月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成28年10月14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 810,000 810,000

  東京証券取引所

  ＪＡＳＤＡＱ

  （スタンダード）

単元株式数100株

計 810,000 810,000 － －

 

（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28年６月１日～

平成28年８月31日
－ 810,000 － 405,000 － 7,554
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（６）【大株主の状況】

  平成28年８月31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(％)

山陽電気鉄道株式会社 神戸市長田区御屋敷通３丁目１番１号 425,296 52.51

神姫バス株式会社 兵庫県姫路市西駅前町１番地 190,116 23.47

内海　欣子 兵庫県姫路市 15,947 1.97

山陽百貨店従業員持株会 兵庫県姫路市南町１番地 8,421 1.04

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 6,000 0.74

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂１丁目３番１号 5,400 0.67

関電不動産開発株式会社 大阪市北区中之島３丁目３番23号 5,400 0.67

株式会社みなと銀行 神戸市中央区三宮町２丁目１番１号 3,700 0.46

龍田紡績株式会社 兵庫県姫路市東延末264 3,600 0.44

髙野　勝 岡山市中区 3,200 0.40

計 － 667,080 82.36

　 （注）上記のほか、自己株式が7,273株あります。

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年８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    7,200
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式  788,800 7,888 －

単元未満株式 普通株式   14,000 － １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 810,000 － －

総株主の議決権 － 7,888 －

 

②【自己株式等】

平成28年８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）

株式会社山陽百貨店

兵庫県

姫路市南町１番地
7,200 － 7,200 0.89

計 － 7,200 － 7,200 0.89

 

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２四半期連結会計期間（平成28年６月１日から

平成28年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年３月１日から平成28年８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：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,694,014 1,154,844

受取手形及び売掛金 649,891 718,105

商品 1,042,407 1,115,430

貯蔵品 10,905 13,135

繰延税金資産 15,025 15,389

その他 158,687 134,475

貸倒引当金 △1,965 △2,120

流動資産合計 3,568,966 3,149,261

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,033,297 3,955,211

土地 4,729,430 4,729,430

その他（純額） 335,381 328,652

有形固定資産合計 9,098,109 9,013,294

無形固定資産 145,154 140,155

投資その他の資産   

投資有価証券 819,050 822,221

繰延税金資産 11,809 12,322

差入保証金 470,291 465,631

その他 83,843 71,915

貸倒引当金 △22,882 △14,212

投資その他の資産合計 1,362,111 1,357,878

固定資産合計 10,605,375 10,511,329

資産合計 14,174,342 13,660,591

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,813,670 1,943,026

短期借入金 1,440,000 1,250,000

未払法人税等 44,446 14,111

前受金 2,058,569 2,185,565

商品券 1,279,934 1,323,138

賞与引当金 15,284 16,704

商品券回収損引当金 252,700 249,400

その他 407,707 361,543

流動負債合計 7,312,312 7,343,489

固定負債   

長期借入金 4,780,000 4,210,000

繰延税金負債 8,583 7,787

退職給付に係る負債 339,842 333,136

その他 74,993 68,154

固定負債合計 5,203,418 4,619,078

負債合計 12,515,730 11,962,567
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年８月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 405,000 405,000

資本剰余金 7,554 7,554

利益剰余金 1,289,687 1,327,085

自己株式 △15,246 △15,421

株主資本合計 1,686,995 1,724,218

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 21,772 21,149

退職給付に係る調整累計額 △50,155 △47,345

その他の包括利益累計額合計 △28,383 △26,195

純資産合計 1,658,611 1,698,023

負債純資産合計 14,174,342 13,660,591
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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２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年８月31日)

売上高 9,398,714 9,402,395

売上原価 7,385,188 7,401,454

売上総利益 2,013,525 2,000,940

販売費及び一般管理費 ※ 2,044,114 ※ 2,024,646

営業損失（△） △30,588 △23,706

営業外収益   

受取利息 194 206

受取配当金 2,487 2,642

受取家賃 17,530 16,218

債務勘定整理益 62,895 57,838

その他 28,322 28,903

営業外収益合計 111,430 105,809

営業外費用   

支払利息 17,954 13,577

商品券回収損引当金繰入額 47,372 42,358

その他 335 11

営業外費用合計 65,662 55,946

経常利益 15,178 26,156

特別利益   

固定資産受贈益 2,100 28,580

特別利益合計 2,100 28,580

特別損失   

固定資産除却損 20,337 10,002

特別損失合計 20,337 10,002

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△3,058 44,733

法人税等 5,690 7,335

四半期純利益又は四半期純損失（△） △8,748 37,397

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△8,748 37,397
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年８月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △8,748 37,397

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,287 △622

退職給付に係る調整額 15,129 2,810

その他の包括利益合計 13,842 2,188

四半期包括利益 5,093 39,585

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,093 39,585

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年３月１日
　至　平成27年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年８月31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利益又は税金等調整前四半

期純損失（△）
△3,058 44,733

減価償却費 177,510 205,505

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,240 △8,515

賞与引当金の増減額（△は減少） 578 1,420

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 12,999 △3,895

商品券回収損引当金の増減額（△は減少） △600 △3,300

受取利息及び受取配当金 △2,681 △2,849

支払利息 17,954 13,577

固定資産受贈益 － △28,580

固定資産除却損 2,340 －

売上債権の増減額（△は増加） △24,356 △68,214

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,007 △75,252

差入保証金の増減額（△は増加） 1,720 4,660

仕入債務の増減額（△は減少） 4,706 145,460

前受金の増減額（△は減少） △6,789 126,996

未払金の増減額（△は減少） △15,835 △12,014

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,569 △42,882

その他 △38,929 94,875

小計 127,235 391,724

利息及び配当金の受取額 2,678 2,696

利息の支払額 △17,448 △13,550

法人税等の支払額 △3,290 △40,189

営業活動によるキャッシュ・フロー 109,174 340,681

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 △621,239 △107,796

無形固定資産の取得による支出 － △264

投資有価証券の取得による支出 △3,005 △4,326

投資活動によるキャッシュ・フロー △624,244 △112,387

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） － △80,000

長期借入金の返済による支出 △720,000 △680,000

リース債務の返済による支出 △7,289 △7,289

自己株式の取得による支出 △74 △174

財務活動によるキャッシュ・フロー △727,364 △767,464

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） △1,242,434 △539,170

現金及び現金同等物の期首残高 1,805,248 1,694,014

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 562,814 ※ 1,154,844
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会

計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の

持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として

計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後に実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分か

ら非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計

期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準44－５項(4)及び事業

分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から

将来にわたって適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

（追加情報）

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以降に開始する連結会計年度より法

人税率等が変更されることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成29年３月１日から開始す

る連結会計年度及び平成30年３月１日から開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については32.2％

から30.8％に変更されました。また、平成31年３月１日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれ

る一時差異について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が、32.2％から30.6％に変

更されました。

　　　　　なお、この税率変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※ 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。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年３月１日

　　至 平成27年８月31日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年３月１日

　　至 平成28年８月31日）

給料手当 603,974千円 618,609千円

賞与引当金繰入額 15,322 16,704

退職給付費用 25,224 23,994

地代家賃 250,863 250,573

減価償却費 177,510 205,505

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 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

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成27年３月１日
至　平成27年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年３月１日
至　平成28年８月31日）

現金及び預金勘定 562,814千円 1,154,844千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 562,814 1,154,844
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年３月１日　至　平成27年８月31日）

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

２．株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年８月31日）

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

２．株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年３月１日　至　平成27年８月31日）

当社グループは、百貨店業単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年８月31日）

当社グループは、百貨店業単一であるため、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株当たり四半期純利益金額又は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２四半期連結累計期間
（自　平成27年３月１日
至　平成27年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成28年３月１日
至　平成28年８月31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（△）
△10円90銭 46円58銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親

会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）

△8,748 37,397

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損

失金額（△）（千円）

△8,748 37,397

普通株式の期中平均株式数（株） 802,868 802,790

（注）　当第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、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。前第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金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（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28年10月13日

株式会社　山陽百貨店

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 佐藤　陽子　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石田　博信　　　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山陽

百貨店の平成28年３月１日から平成29年２月28日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成28年６月１日から

平成28年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年３月１日から平成28年８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、四半期連結キャッ

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、株式会社山陽百貨店及び連結子会社の平成28年８月31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。

 

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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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