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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42期

第２四半期累計期間
第43期

第２四半期累計期間
第42期

会計期間
自  平成23年９月１日
至  平成24年２月29日

自  平成24年９月１日
至  平成25年２月28日

自  平成23年９月１日
至  平成24年８月31日

売上高 (千円) 1,831,523 1,713,489 3,649,922

経常利益又は経常損失(△) (千円) 19,576 △78,286 82,599

四半期(当期)純損失(△) (千円) △52,957 △42,675 △18,730

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 488,355 488,355 488,355

発行済株式総数 (株) 18,068 18,068 18,068

純資産額 (千円) 2,765,770 1,860,469 2,786,746

総資産額 (千円) 4,268,099 4,199,887 4,120,944

１株当たり四半期
(当期)純損失金額(△)

(円) △2,931.03 △2,372.68 △1,036.69

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) ― ― 3,000

自己資本比率 (％) 64.8 44.3 67.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 145,240 39,014 333,460

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △64,884 61,394 △103,735

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △172,894 99,065 △341,881

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 183,554 363,412 163,937

　

回次
第42期

第２四半期会計期間
第43期

第２四半期会計期間

会計期間
自  平成23年12月１日
至  平成24年２月29日

自  平成24年12月１日
至  平成25年２月28日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 1,338.04 681.76

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がありませんので記載しておりません。

４　前第２四半期累計期間及び第42期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、１株当た
り四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。

５　当第２四半期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。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、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ける、本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。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

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】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政権交代に伴なう経済政策の変更をきっかけとして、円

安、株高が進行し、景況感に著しい変化が生じました。政府の月例経済観測によりますと、「一部に弱さが

残るものの下げ止まっている」から上方修正され、「このところ持ち直しの動きがみられる」とされて

おります。当社の事業が依存する個人消費につきましても、高額品の販売が回復基調に転ずるなど同様に

判断が引き上げられております。

このような経営環境の下、当社では引き続き「菓子店は街のオアシス」をテーマに地域社会になくて

はならない存在を目指し、経営活動を行なって参りました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

売上高は、ＰＩＳ事業が振るわなかったことから、前年同期に比べ6.4％減少し1,713百万円となりまし

た。損益面につきましては、売上高が減少したこと及び製造高の減少並びに商品構成の変化により売上原

価率が上昇したため、売上総利益は前年同期比9.5％減少し786百万円となりました。販売費及び一般管理

費は前年同期に比べ若干下回るに留まったことから、営業損益は45百万円の営業損失（前年同期は営業

利益27百万円）、経常損益は自己株式取得費用33百万円を営業外費用に計上したこと等により経常損失

78百万円（前年同期は経常利益19百万円）となりました。四半期純損失につきましては税効果会計の影

響で法人税等が減少したことなどから42百万円（前年同期は四半期純損失52百万円）となりました。

セグメント別の業績では、ＭＩＳ事業においては引き続き好調なパン部門で絶え間ない新商品の投入

と店舗毎に「パン祭り」を順次実施し、洋生菓子及びその他焼菓子等に関してはバレンタイン商戦に合

わせ複数の新商品を開発し、投入しましたが、増収までには至らず売上高は1,160百万円(前年同期比

1.3％減)、営業利益は53百万円(前年同期比34.0％減)となりました。ＰＩＳ事業においては主力商品ラス

クの定番のフレーバーを入れ替え、「ラスクフランスアップルシナモン」を期初から新発売するととも

に季節限定のハイブリッド商品である「つぶつぶ苺チョコラスク」を前年より２カ月早く11月より投入

し、販売促進に努めましたが、減収傾向に歯止めがかからず売上高は552百万円(前年同期比15.7％減)、営

業利益は85百万円(前年同期比35.5％減)となりました。
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(2) 財政状態の分析

(資産)

  総資産は4,199百万円となり、前事業年度末に比べ78百万円の増加となりました。主に減価償却費の計上

により有形固定資産が67百万円減少したものの、現金及び預金が149百万円増加したことによるものであり

ます。

(負債)

　負債合計は2,339百万円となり、前事業年度末に比べ1,005百万円の増加となりました。主に短期借入金が

150百万円、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）887百万円増加したことによるものでありま

す。

(純資産)

　純資産は1,860百万円となり、前事業年度末に比べ926百万円の減少となりました。これは、自己株式の取得

851百万円、四半期純損失の計上42百万円、剰余金の配当54百万円の実施により減少し、その他有価証券評価

差額金が21百万円増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は44.3％となり、前事業年

度末比23.3ポイント減少しました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ

199百万円増加し、363百万円となりました。

　当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次の通りであります。

　（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、39百万円(前年同期は145百万円)となりました。これは、主に減価償却

費の計上109百万円により資金が増加し、税引前四半期純損失68百万円の計上により資金が減少したこと

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）

　投資活動の結果得られた資金は、61百万円(前年同期は64百万円の使用)となりました。これは、主に定期

預金の払戻による収入160百万円及び保険積立金の解約による収入31百万円等の資金の増加に対し、定期

預金の預入による支出110百万円及び有形固定資産の取得による支出28百万円により資金が減少したこ

と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）

　財務活動の結果得られた資金は、99百万円(前年同期は172百万円の使用)となりました。これは、長期借

入れによる収入1,100百万円及び短期借入金の増加額150百万円がありましたが、一方で自己株式の取得

による支出884百万円、長期借入金の返済による支出212百万円及び配当金の支払額54百万円により資金

が減少したことによるものであります。

　

(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ついて重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期累計期間における研究開発活動の総額は、6,170千円であります。

　なお、当第２四半期累計期間において、当社の研究開発活動について重要な変更はありません。
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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 60,000

計 60,000

　

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25年２月28日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年４月15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 18,068 18,068
大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)
単元株制度を採用
しておりません。

計 18,068 18,068 ― ―

　

(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25年２月28日 ― 18,068 ― 488,355 ― 554,141
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(6) 【大株主の状況】

平成25年２月28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(％)

有限会社ムゲン 山形県山形市城南町一丁目12-12 3,300 18.26

公益財団法人弦地域文化支援財団 山形県山形市蔵王松ケ丘二丁目1-3 1,450 8.03

株式会社山形銀行 山形県山形市七日町三丁目1-2 900 4.98

東京中小企業投資育成株式会社 東京都渋谷区渋谷三丁目29-22 840 4.65

熊谷眞一 山形県山形市 478 2.65

シベール社員持株会 山形県山形市蔵王松ケ丘二丁目1-3 271 1.50

熊谷トシ子 山形県山形市 208 1.15

黒田辰男 山形県山形市 200 1.11

株式会社きらやか銀行 山形県山形市旅籠町三丁目2-3 150 0.83

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1-2 140 0.77

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6-6 140 0.77

計 ― 8,077 44.70

(注)上記のほか当社所有の自己株式3,700株(20.5％)があります。  
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年２月28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    3,700

─ (注)

完全議決権株式(その他) 普通株式 14,368
　

14,368 (注)

単元未満株式 ─ ─ ─

発行済株式総数 18,068 ─ ─

総株主の議決権 ─ 14,368 ─

(注)　株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25年２月28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)
株式会社シベール

山形県山形市蔵王松ケ丘
二丁目1-3

3,700 ― 3,700 20.48

計 ― 3,700 ― 3,700 20.48

 

　

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(平成24年12月１日から

平成25年２月28日まで)及び第２四半期累計期間(平成24年９月１日から平成25年２月28日まで)に係る四

半期財務諸表について、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。

　

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を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
(平成24年８月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 223,937 373,412

売掛金 70,617 63,417

たな卸資産 ※１
 91,342

※１
 99,691

その他 51,784 69,737

貸倒引当金 △1,326 △1,193

流動資産合計 436,355 605,065

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,872,832 1,823,448

機械及び装置（純額） 160,536 151,640

土地 1,097,820 1,097,820

その他（純額） 175,574 165,959

有形固定資産合計 3,306,763 3,238,868

無形固定資産 75,615 64,381

投資その他の資産

投資有価証券 74,540 89,260

その他 228,103 202,730

貸倒引当金 △434 △418

投資その他の資産合計 302,209 291,572

固定資産合計 3,684,588 3,594,821

資産合計 4,120,944 4,199,887

負債の部

流動負債

買掛金 96,356 80,424

短期借入金 － 150,056

1年内返済予定の長期借入金 425,768 452,768

未払金 118,244 120,158

未払法人税等 49,091 41,380

賞与引当金 21,000 21,000

ポイント引当金 17,096 17,108

その他 41,731 31,208

流動負債合計 769,288 914,106

固定負債

長期借入金 528,200 1,388,316

資産除去債務 31,114 31,400

その他 5,595 5,595

固定負債合計 564,910 1,425,311

負債合計 1,334,198 2,339,417
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年８月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 488,355 488,355

資本剰余金 554,141 554,141

利益剰余金 1,753,013 1,656,134

自己株式 － △851,000

株主資本合計 2,795,509 1,847,630

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8,763 12,838

評価・換算差額等合計 △8,763 12,838

純資産合計 2,786,746 1,860,469

負債純資産合計 4,120,944 4,199,887

EDINET提出書類

株式会社シベール(E00392)

四半期報告書

11/20



(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 平成23年９月１日
　至 平成24年２月29日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年９月１日
　至 平成25年２月28日)

売上高 1,831,523 1,713,489

売上原価 963,209 927,301

売上総利益 868,314 786,188

販売費及び一般管理費 ※１
 840,491

※１
 831,922

営業利益又は営業損失（△） 27,822 △45,734

営業外収益

受取利息 39 25

受取配当金 770 630

受取賃貸料 5,358 4,986

貸倒引当金戻入額 － 15

雑収入 2,097 2,317

営業外収益合計 8,266 7,976

営業外費用

支払利息 9,534 7,128

自己株式取得費用 － 33,105

商品自主回収関連費用 6,876 －

雑損失 102 293

営業外費用合計 16,513 40,527

経常利益又は経常損失（△） 19,576 △78,286

特別利益

保険解約返戻金 24 5,035

投資有価証券売却益 － 5,230

特別利益合計 24 10,266

特別損失

固定資産除却損 637 0

固定資産売却損 － 40

投資有価証券評価損 46,251 －

投資有価証券売却損 － 234

関係会社株式売却損 621 －

特別損失合計 47,510 275

税引前四半期純損失（△） △27,910 △68,294

法人税、住民税及び事業税 10,880 1,496

法人税等調整額 14,167 △27,115

法人税等合計 25,047 △25,619

四半期純損失（△） △52,957 △42,675
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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 平成23年９月１日
　至 平成24年２月29日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年９月１日
　至 平成25年２月28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（△） △27,910 △68,294

減価償却費 115,424 109,374

貸倒引当金の増減額（△は減少） 101 △149

ポイント引当金の増減額（△は減少） △842 12

受取利息及び受取配当金 △810 △656

支払利息 9,534 7,128

固定資産除却損 637 0

固定資産売却損益（△は益） － 40

投資有価証券評価損益（△は益） 46,251 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △4,995

関係会社株式売却損益（△は益） 621 －

売上債権の増減額（△は増加） △8,000 7,121

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,592 △8,349

仕入債務の増減額（△は減少） △13,160 △15,931

未収消費税等の増減額（△は増加） 18,551 5,286

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,139 2,020

その他 31,970 25,749

小計 154,636 58,356

利息及び配当金の受取額 810 656

利息の支払額 △9,674 △11,216

法人税等の還付額 3,288 －

法人税等の支払額 △3,820 △8,783

営業活動によるキャッシュ・フロー 145,240 39,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △180,000 △110,000

定期預金の払戻による収入 180,000 160,000

有形固定資産の取得による支出 △78,638 △28,340

有形固定資産の売却による収入 － 28

無形固定資産の取得による支出 － △2,792

投資有価証券の売却による収入 － 11,597

保険積立金の解約による収入 － 31,956

関係会社株式の売却による収入 13,378 －

その他 375 △1,056

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,884 61,394
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成23年９月１日
　至 平成24年２月29日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年９月１日
　至 平成25年２月28日)

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） △50,055 150,056

長期借入れによる収入 150,000 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △218,884 △212,884

自己株式の取得による支出 － △884,105

配当金の支払額 △53,954 △54,001

財務活動によるキャッシュ・フロー △172,894 99,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △92,538 199,474

現金及び現金同等物の期首残高 276,093 163,937

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 183,554

※１
 363,412
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【会計方針の変更等】

当第２四半期累計期間
(自　平成24年９月１日　至　平成25年２月28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、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年９月１日以後に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更による当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
　

　

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

※１  たな卸資産の内訳

　

　
前事業年度

(平成24年８月31日)
当第２四半期会計期間
(平成25年２月28日)

商品及び製品 12,811千円 10,557千円

仕掛品 12,542 〃 18,972 〃

原材料及び貯蔵品 65,988 〃 70,162 〃

　

　

(四半期損益計算書関係)

※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。

　

　
前第２四半期累計期間
(自  平成23年９月１日
至  平成24年２月29日)

当第２四半期累計期間
(自  平成24年９月１日
至  平成25年２月28日)

貸倒引当金繰入額 1,417千円 690千円

役員報酬・給与手当 266,047 〃 276,425 〃

賞与引当金繰入額 11,067 〃 11,046 〃

　

　

(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  平成23年９月１日
至  平成24年２月29日)

当第２四半期累計期間
(自  平成24年９月１日
至  平成25年２月28日)

現金及び預金 243,554千円 373,412千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △60,000 〃 △10,000 〃

現金及び現金同等物 183,554千円 363,412千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自  平成23年９月１日  至  平成24年２月29日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年11月23日
定時株主総会

普通株式 54,204 3,000平成23年８月31日 平成23年11月25日 利益剰余金

　

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。

　

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

　

当第２四半期累計期間(自  平成24年９月１日  至  平成25年２月28日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月23日
定時株主総会

普通株式 54,204 3,000平成24年８月31日 平成24年11月27日 利益剰余金

　

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。

　

３．株主資本の著しい変動

　当社は、平成24年12月27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条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法とし

て自己株式の公開買付けを行なうことを決議し、自己株式851,000千円を取得したため、当第２四半期会

計期間末の自己株式は851,000千円となっております。

　

(持分法損益等)

当社は関連会社が無いため、該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期累計期間(自  平成23年９月１日  至  平成24年２月29日)

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整
(注)１

四半期損益計算
書計上額
(注)２ＰＩＳ事業 ＭＩＳ事業 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 656,1181,175,4051,831,523 ─ 1,831,523

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 656,1181,175,4051,831,523 ─ 1,831,523

セグメント利益 132,217 81,159 213,377△185,554 27,822

(注) １　セグメント利益の調整額△185,554千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であり、主に報告セグ

メントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

２　セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行なっております。

　

Ⅱ  当第２四半期累計期間(自  平成24年９月１日  至  平成25年２月28日)

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整
(注)１

四半期損益計算
書計上額
(注)２ＰＩＳ事業 ＭＩＳ事業 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 552,7801,160,7091,713,489 ─ 1,713,489

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 552,7801,160,7091,713,489 ─ 1,713,489

セグメント利益 85,322 53,526 138,848△184,583 △45,734

(注) １　セグメント利益の調整額△184,583千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であり、主に報告セグ

メントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

２　セグメント利益は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行なっております。
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(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  平成23年９月１日
至  平成24年２月29日)

当第２四半期累計期間
(自  平成24年９月１日
至  平成25年２月28日)

　  １株当たり四半期純損失金額 2,931 円 03 銭 2,372円 68 銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純損失(千円) 52,957 42,675

    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) 52,957 42,675

    普通株式の期中平均株式数(株) 18,068 17,986

(注) １　前第２四半期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

あるため記載しておりません。

２　当第２四半期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。
　

　

(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25年４月15日

株式会社シベール

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    渡    辺    雅    章    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    川    高    広    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
会社シベールの平成24年９月１日から平成25年８月31日までの第43期事業年度の第２四半期会計期間(平成

24年12月１日から平成25年２月28日まで)及び第２四半期累計期間(平成24年９月１日から平成25年２月28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、株式会社シベールの平成25年２月28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。

　
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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