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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】

連結経営指標等

　

回次
第61期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第60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) 7,223 28,927

経常利益 (百万円) 234 566

四半期(当期)純利益 (百万円) 180 477

純資産額 (百万円) 17,348 17,524

総資産額 (百万円) 29,993 29,376

１株当たり純資産額 (円) 1,090.79 1,098.65

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 11.61 31.17

自己資本比率 (％) 56.5 58.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △475 4,622

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 461 △4,864

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △32 71

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 416 498

従業員数 (名) 547 564

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　 ２　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。

　

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)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。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

EDINET提出書類

宮越商事株式会社(E01784)

四半期報告書

 2/23



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

　平成20年６月30日現在

従業員数(名) 547

(注) 従業員数は就業人員数であり、出向及び臨時従業員はおりません。

　

(2) 提出会社の状況

　平成20年６月30日現在

従業員数(名) 24

(注) 従業員数は就業人員数であり、出向及び臨時従業員はおりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【仕入、成約及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当第１四半期連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(百万円)

電気機器等の製造販売事業 5,530

物資等、医薬品及び医療器具等の販売事業 1,119

不動産開発及び賃貸管理等事業 ―

合計 6,649

(注) １　金額は仕入価格をもって表示しており、セグメント間取引については相殺消去しております。
２　仕入高のうち電気機器等は、当社の設計又は仕様等による製品の、生産体制の一環しとて位置づけている製造
委託先からの仕入高であります。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 成約状況

当第１四半期連結会計期間における成約状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 成約高(百万円) 成約残高(百万円)

電気機器等の製造販売事業 6,182 4,364

物資等、医薬品及び医療器具等の販売事業 950 284

不動産開発及び賃貸管理等事業 143 ―

合計 7,276 4,649

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　成約残高は第１四半期末の為替相場によって算出しております。なお、為替換算差額は成約高で調整しており

ます。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

電気機器等の製造販売事業 5,733

物資等、医薬品及び医療器具等の販売事業 1,346

不動産開発及び賃貸管理等事業 143

合計 7,223

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

ハムフォード　オーバー
シーズ　ＬＴＤ.

3,964 54.9

カルダー　トレーディング
　ＬＴＤ.

1,691 23.4

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。 

 

（1）業績の状況 

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題の拡大による資本市場

の混乱や原油、非鉄金属、穀物等の一次産品価格の高騰による消費者物価指数の上昇が、企業業績への影

響や景気の停滞が懸念され、今後も先行きの不透明感が増して行くものと思われます。 

　このような状況にあって当社グループは、電気機器部門では市場ニーズに対応した商品戦略を展開し、

中国事業においては、原材料等の高騰に対応して付加価値の高い事業への転換を進めております。 

　この結果、当第１四半期の売上高は7,223百万円となり、利益面では営業利益197百万円、経常利益234百

万円、四半期純利益180百万円となりました。
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事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①電気機器等の製造販売事業 

　当事業の主力製品のカラーテレビは、薄型液晶テレビに全面的に切り替えるなど市場ニーズに対応し、

また原材料の高騰に伴う利益率の薄いその他の製品については、取扱高を減少させるなどの営業戦略を

展開しております。この結果、当事業の売上高は、5,733百万円を計上いたしました。 

②物資等、医薬品・医療器具等の販売事業 

　医薬品等の販売事業は、現地企業との合弁による販売網の構築を進め、一方で日本の医薬品メーカーか

ら医薬品等の販売ライセンスの代理申請業務を受注するなど業務を拡大しております。また、金属加工事

業では付加価値の高い医療機器の精密板金加工部門の比重を高め不採算なプレス部門の縮小を進めてお

ります。 

　家庭用品等の販売部門は、贈答品及び景品等の需要の増加に伴い、売上が増加いたしました。この結果、

当事業の売上高は、1,346百万円を計上いたしました。 

③不動産開発及び賃貸管理等事業 

　中国深セン市における当事業は、賃貸等管理部門が安定した収入を計上し売上高は、143百万円となりま

した。開発部門では、深セン皇冠（中国）電子有限公司が保有する土地（136千平方メートル）について

地元の深セン市政府との間で再開発事業の計画を進めております。 

 

（2）キャッシュ・フローの状況 

　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（以下、「資金」という。）の残高は、416百万

円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　営業活動による資金は、475百万円減少いたしましたが、これは主に売掛金及び買掛金の支払サイトの延

長によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　投資活動による資金は、461百万円増加いたしましたが、これは主に貸付金の回収によるものでありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　財務活動による資金は、32百万円減少いたしましたが、これは主に借入金の返済によるものであります。
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（3）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。 

 

（4）研究開発活動 

　該当事項はありません。

　

（5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

　当社グループを取り巻く事業環境は、電気機器等の製造販売事業は、原材料等の高騰や円高による製造

コストの上昇が更に進行し、営業面での競争激化が予想されます。またグループの重点的な投資先である

中国は、財務当局の金融引き締めや、人件費の上昇が進み企業業績への影響が懸念されます。 

　当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえて電気機器等においては、新製品の開発に注力

すると共にコストの削減により市場競争力を高め、販売網の拡大を進める一方で利益率の低い製品につ

いては取扱高を減少させております。又中国事業では、医薬品等販売事業において日本の大手医薬メー

カーの代理店獲得により早期の立ち上げを目指し、金属加工事業においては、不採算なプレス部門から医

療機器等の精密板金加工部門への切り替えが完了することから今後は、収益の向上が見込める段階に進

んでおります。

　

（6）経営者の問題認識と今後の方針について

　当社グループの経営陣は、グループを取り巻く事業環境及び最新の情報分析により経営戦略を樹立し、

迅速に対応しております。当社グループは、変動の激しい電気業界並びに医薬・医療業界において適切且

つ柔軟な戦略をもって販売市場の拡大と販売網の構築により、業績の向上と利益の確保を目指す所存で

おります。 
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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

前連結会計年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 41,000,000

計 41,000,000

　

② 【発行済株式】

　

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12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 15,542,17615,542,176

東京証券取引所
（市場第一部）
大阪証券取引所
（市場第一部）

―

計 15,542,17615,542,176― ―

(注)　発行済株式のうち、11,863,000株は現物出資（借入金の株式化15,697百万円）により発行されたものであります。

　

(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】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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６月30日 ― 15,542 ― 8,164 ― 7,848

　

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期連結会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(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、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

　

① 【発行済株式】

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)
（自己保有株式）　　　　
 普通株式　 　 6,300

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　15,524,400 155,244 ―

単元未満株式 普通株式　　　11,476 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 15,542,176― ―

総株主の議決権 ― 155,244 ―

(注)　「完全議決権株式数（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,200株含まれております。

また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数52個が含まれております。

　

② 【自己株式等】

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(％)

（自己保有株式）
宮越商事株式会社

東京都大田区大森北
１丁目23番１号

6,300 ― 6,300 0.04

計 ― 6,300 ― 6,300 0.04

　

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 　６月

最高(円) 940 945 848

最低(円) 880 790 760

(注)　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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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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、公認会計士廣田潤及び公認会計士古寺

隆両氏により四半期レビューを受けております。

なお、当四半期連結会計期間において、公認会計士内田吉穂氏の任期満了に伴い、新たに公認会計士古寺 

隆氏が、平成20年６月27日に就任しております。 
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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 416 498

売掛金 8,584 6,949

たな卸資産 ※２
 103

※２
 125

短期貸付金 5,147 6,479

未収入金 3,530 6,028

その他 9 2

貸倒引当金 △10 △16

流動資産合計 17,780 20,068

固定資産

有形固定資産 ※１
 439

※１
 547

無形固定資産

のれん 2,386 2,422

その他 1,559 1,787

無形固定資産合計 3,945 4,209

投資その他の資産

長期貸付金 7,636 4,339

その他 190 213

貸倒引当金 － △1

投資その他の資産合計 7,827 4,551

固定資産合計 12,212 9,308

資産合計 29,993 29,376

負債の部

流動負債

買掛金 3,439 2,512

短期借入金 191 192

未払法人税等 55 50

引当金 1 6

その他 463 563

流動負債合計 4,151 3,325

固定負債

長期借入金 8,180 8,224

引当金 56 57

その他 256 245

固定負債合計 8,493 8,526

負債合計 12,644 11,852
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（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 8,164 8,164

資本剰余金 7,848 7,848

利益剰余金 1,291 1,111

自己株式 △9 △9

株主資本合計 17,294 17,115

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △348 △46

評価・換算差額等合計 △348 △46

少数株主持分 402 455

純資産合計 17,348 17,524

負債純資産合計 29,993 29,376
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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 7,223

売上原価 6,857

売上総利益 365

販売費及び一般管理費 ※１
 167

営業利益 197

営業外収益

受取利息 4

為替差益 35

その他 0

営業外収益合計 39

営業外費用

支払利息 2

その他 0

営業外費用合計 2

経常利益 234

特別利益

貸倒引当金戻入額 6

固定資産売却益 0

特別利益合計 7

特別損失

固定資産除却損 15

特別損失合計 15

税金等調整前四半期純利益 227

法人税、住民税及び事業税 10

法人税等調整額 37

法人税等合計 48

少数株主損失（△） △1

四半期純利益 180
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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利益 227

減価償却費 34

のれん償却額 35

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6

受取利息及び受取配当金 △4

支払利息 2

為替差損益（△は益） 2

有形固定資産除却損 15

売上債権の増減額（△は増加） △1,731

たな卸資産の増減額（△は増加） 7

仕入債務の増減額（△は減少） 936

その他 15

小計 △465

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △10

営業活動によるキャッシュ・フロー △475

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 △3

有形固定資産の売却による収入 6

貸付金の回収による収入 443

その他 13

投資活動によるキャッシュ・フロー 461

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △32

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △32

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △82

現金及び現金同等物の期首残高 498

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 416

EDINET提出書類

宮越商事株式会社(E01784)

四半期報告書

16/23



【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

　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)

該当事項はありません。

　

【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】

　 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)

１　会計処理基準に関する事項の変更

　　(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　　「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基

準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号)

を当１四半期連結会計期間から適用し、評価基準に

ついては、原価法から原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）に変更しております。

　これにより当四半期連結会計期間において、営業利

益、経常利益、税金等調整前四半期純利益、四半期純

利益及びセグメント情報にに与える影響はありませ

ん。

 (2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱いの適用

　　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会　平成

18年５月17日　実務対応報告第18号)を当第１四半期

連結会計期間から適用しております。

　これにより当四半期連結会計期間において、営業利

益、経常利益、税金等調整前四半期純利益、四半期純

利益及びセグメント情報にに与える影響はありませ

ん。

 

　

　

【簡便な会計処理】

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)

１　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸資産の簿価切下

げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて

正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっ

ております。

 

２　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年

度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

 

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

  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)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
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　有形固定資産の減価償却累計額 2,465百万円

 

※２　商　品　　　　 1百万円

　　　製　品　　　　17百万円

　　　原材料　　　　41百万円

　　　仕掛品　　　　39百万円

　　　その他　　　　 3百万円　　　

  　　　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 2,990百万円

 

※２　商　品　　　　 1百万円

　　　製　品　　　  29百万円

　　　原材料　　　  41百万円

　　　仕掛品　　　  53百万円

　　　

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

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主なもの 

　　  　のれん償却額　　　　　　 35百万円

　　　　租税公課　　　　　　　　 24百万円

      　支払手数料　　　　　　　 17百万円 

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
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　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

 

現金及び預金勘定 416百万円

現金及び現金同等物 416百万円
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(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　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 15,542,176

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 6,489

　

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

　　　該当事項はありません。
　
５　株主資本の著しい変動に関する事項

        該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して変動が

ありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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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)

　

電気機器等
製造販売事業
(百万円)

物資等、医薬
品及び医療器
具等販売事業
(百万円)

不動産開発及
び賃貸管理等
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

5,733 1,346 143 7,223 ― 7,223

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― ― 25 25 （25） ―

計 5,733 1,346 168 7,248 （25） 7,223

営業利益 203 28 22 253 （55） 197

(注) １  製品・商品の種類、販売方法等の共通性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行っております。

　

２　各事業の主な製品

事　業　区　分 主　要　製　品

電気機器等製造販売事業 カラーＴＶ、ＤＶＤプレーヤー、マルチメディアプレーヤー

物資等、医薬品及び医療器具等販売事業 金属加工品、雑貨等、ライセンス手数料等

不動産開発及び賃貸管理等事業 賃貸料、管理料等

　

【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)

　全セグメントの売上高の合計に占めるアジア地域の割合が100％のため、所在地別セグメント情報につ

いては記載しておりません。

　

【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)

　当社及び連結子会社の海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高については記載しており

ません。

　

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　

１　１株当たり純資産額

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)

1,090.79円 1,098.65円

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
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)

純資産の部の合計額(百万円) 17,348 17,524

純資産の部の合計額から控除する金
額(百万円)

402 455

（うち少数株主持分） (402) (455)

普通株式に係る純資産額(百万円) 16,946 17,068

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

15,535 15,535

　

　

２　１株当たり四半期純利益金額

第１四半期連結累計期間

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株当たり四半期純利益金額 11.61円

(注) １　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。

２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
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)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 180

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(百万円) 180

普通株式の期中平均株式数(千株) 15,535

　

　

(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20年８月12日

宮越商事株式会社

取締役会　御中

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士　廣田　潤　事務所

公認会計士　　廣　田　　潤　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公認会計士　古寺　隆　事務所

公認会計士　　古　寺　　隆　　　　印

　

　

私たちは、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」に掲げられている宮越商事

株式会社の平成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、私たち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。

私たちは、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。

私たち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、宮越商事株式会社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。

　

会社と私たちとの間には、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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