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（百万円未満切捨て） 

１．2007年３月期の業績（2006年４月１日～2007年３月31日） 

（1）経営成績                                          （％表示は対前期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

 

2 0 0 7 年 ３ 月 期 

2 0 0 6 年 ３ 月 期 

    百万円     ％ 

 61,113       △0.2  

  61,265        0.1 

     百万円    ％

      844       44.0 

      586       30.6 

百万円       ％ 

913       42.0 

642       28.5 

百万円      ％

171       ― 

△1,865       ― 

 

 1 株 当 た り        

当 期 純 利 益        

潜在株式調整後         

１株当たり当期純利益         

自 己 資 本       

当期純利益率       

総 資 産       

経常利益率       

営 業 収 益       

営業利益率       

 

2 0 0 7 年 ３ 月 期 

2 0 0 6 年 ３ 月 期 

       円    銭 

   25  28 

  △ 275  23 

    円    銭

  ―   ― 

  ―     ―  

            ％

       2.6 

    △ 24.6 

             ％ 

     4.4 

     3.1 

            ％

     1.4 

     1.0 

（参考）持分法投資損益  2007年３月期 ―百万円   2006年３月期 ―百万円 

 

（2）財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 

2 0 0 7 年 ３ 月 期 

2 0 0 6 年 ３ 月 期 

           百万円

         21,913 

         19,598 

         百万円

         6,730 

         6,666 

          ％ 

         30.7 

         34.0 

      円   銭

      990   72 

      981      37 

（参考）自己資本  2007年３月期 6,730百万円   2006年３月期 6,666百万円 

 

（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 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期  末  残  高 

 

2 0 0 7 年 ３ 月 期 

          百万円 

         1,827 

         百万円

       △ 1,580 

        百万円 

        888 

         百万円

   1,317 

※前事業年度までは連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、当事業年度に係るキャッシュ・フローの状況のみ記載して

おります。 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 配当金総額 純資産 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 (年間) 
配当性向 

配当率 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 百万円     ％     ％

2 0 0 6 年 ３ 月 期  ― ―  ― ―  ― ― 10 00 10  00 67    ― 1.0 

2 0 0 7 年 ３ 月 期  ― ―  ― ―  ― ― 16 00 16  00 108   63.3 1.6 

2008 年１月期(予想)  ― ―  ― ―  ― ― 16 00 16  00  25.9  

 

３．2008年１月期の業績予想（2007年４月１日～2008年１月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

1 株 当 た り        

当 期 純 利 益        

 

 中  間  期 

  通          期 

      百万円  ％ 

 31,000   △0.6 

 53,000  △13.3 

      百万円  ％

   520    25.1

   920    9.0

      百万円  ％

   520    13.9

   920    0.8

      百万円  ％ 

   170     － 

  420   144.5 

   円   銭

25   03 

61   83 

(注)2008年１月期は決算期変更のため10ヶ月決算となります。また、2008年１月期の中間期は2007年４月１日から2007年９月30日

までの期間となります。なお、決算期の変更については2007年６月15日開催予定の定時株主総会での承認を条件としております。 
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４．その他 

（1）重要な会計方針の変更         

① 会計基準等の改正に伴う変更    有 ・ 無 

② ①以外の変更                     有 ・ 無 

（注）詳細は、17ページからの「（6）重要な会計方針」及び20ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

 

 

（2）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2007年３月期 6,941,350株  2006年３月期 6,941,350株 

② 期末自己株式数           2007年３月期  148,221株  2006年３月期  148,221株 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に

基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあ

たっての注意事項等については３ページからの「１．経営成績（1）経営成績の分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

 ①当期の経営成績 

当事業年度において、全国的に経済の穏やかな回復基調となっておりますが、公共投資依存度の高い北海

道経済は、公共事業の減少が回復の足かせとなり、更には原油価格の高騰及び年金問題等での景気の先行き

不透明感から個人消費が伸び悩んでおります。また、異業種・異業態を含めた店舗間の競争の激化、天候不

順の影響及びノロウイルスの流行による「食の安全･安心」問題が取り上げられ、厳しい経営環境が続いてお

ります。 

このような経済状況の下、当社は『成長戦略が取れる企業体質への変革』をスローガンに、「お客さま満

足の実現」、「収益構造の改革」、「新規出店の成功」に取り組んでまいりました。 

「お客さま満足の実現」では、新たに「お客さまサービス部」を創設し、お客さまの声の売場への早期反

映と、衛生管理の徹底によるより一層の安全･安心に取り組んでまいりました。また、ご満足いただける接客

レベルの向上とより良い商品のご提供を目指し、従業員全員が参画する検定制度を通じた技能教育（チェッ

カー・鮮魚士・惣菜士・農産マスター・ベーカリー士）に力を注いでまいりました。 

「収益構造の改革」では、利益ベスト50商品の重点管理、在庫効率の改善による売価変更率やロス率の削

減の取り組み及び４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）活動の推進によるムリ・ムラ・ムダの排除等に力を注い

でまいりました。 

「新規出店の成功」では、５月に釧路市３店舗目となる文苑店、７月に北広島店（北広島市）を出店し、

地域のお客さまのニーズにお応えできる品揃えとサービスの向上等に取り組んでまいりました。 

また、イオングループの物流センターの活用による物流面の改善、道内グループ各社によるベストプラク

ティスの水平展開及びグループの開発商品である「トップバリュ」の拡販等グループのシナジー効果の実現

にも力を注いでまいりました。 

これらの取り組みにより、売上高は前期比で僅かにマイナスしましたが、売上総利益率は前期比で1.0％

の改善が実現され、利益面では以下のとおり大幅な改善ができ、経常利益は過去最高益となりました。 

 

営業収益    611億13百万円（対前期比99.8％） 

営業利益     ８億44百万円（対前期比144.0％） 

経常利益     ９億13百万円（対前期比142.0％） 

当期純利益    １億71百万円（前事業年度18億65百万円の損失） 

 

部門別の状況 

 

    ≪食品部門≫ 

 食品部門では、生鮮４グループ及び加工食品グループを強化グループとして取り組んでまいりました。農

産及び水産グループでは「地産地消」に取り組み、産地直送の鮮度にこだわった商品の品揃えを強化してま

いりました。加工食品グループでは消費頻度の高い商品（調味料や飲料等）をお買得価格で継続的に提供し

続けてまいりました。上記の取り組みをいたしましたが、暖冬による鍋商材等の冬物商材の落ち込みが大き

く、食品部門の売上高は 536 億 97 百万円（対前期比 99.5％）となりました。 

 

    ≪非食品部門≫ 

 非食品部門では、2005 年度に引き続き、電池やカメラ、雑誌等コンビニエンス性の高い商品を強化し、お

客さまの利便性向上を図ってまいりました。また、食品部門同様に消費頻度の高い商品（紙製品や台所まわ

り用品等）をお買得価格で継続的に提供し続けた結果、非食品部門の売上高は 61 億 67 百万円（対前期比

102.6％）となりました。 
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当事業年度の各グループの売上状況は、次のとおりです。 
前事業年度 

(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

当事業年度 
(自 2006年４月１日 
至 2007年３月31日) 

期 別 

 

 

グループ 金額(千円) 
構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

農 産 6,723,628 11.2 6,535,929 10.9 

水 産 5,224,250 8.7 4,921,407 8.2 

畜 産 5,754,281 9.6 5,705,662 9.5 

惣 菜 4,586,763 7.6 4,556,315 7.6 

デ イ リ ー 12,001,066 20.0 12,044,876 20.1 

加 工 食 品 19,681,845 32.8 19,933,461 33.3 

家 庭 用 品 3,044,201 5.1 3,102,446 5.2 

衣 料 品 658,144 1.1 632,832 1.1 

そ の 他 2,310,482 3.9 2,432,150 4.1 

合 計 59,984,664 100.0 59,865,083 100.0 

（注） 1. 上記金額はグループ別直営売上高であり、営業収入は含まれておりません。 

    2. その他はタバコ・催事等です。 

 

②次期の見通し 

   次期の見通しにつきましては、全国的には経済の回復傾向にあるものの、小売業界を取り巻く環境は、企

業間競争の激化により、一層厳しさが増すものと思われます。当社は、前期に引き続き「物流・素材・教育」

の三位一体改革を推進力として威力を増幅させ、地域になくてはならないスーパーマーケットを目指し、以

下の施策を確実に推進してまいります。 

（イ） グループ共通のプライベートブランドであるトップバリュの拡販及びグループの規模を活かした需

要集約・共同調達を推進し、「産地・味・薀蓄（うんちく）」にこだわった商品で差別化を図るととも

に、収益構造を変えていきます。 

（ロ） 自社研修センターを現場重視・実践教育の場及び現場シミュレーションセンターとして位置づけ、

全従業員参画の技能検定制度を推進し、長時間パートタイマーを主軸とする「要員構成」への変革に

取り組みます。 

（ハ） 「在庫効率」の向上をさらに推進するため、４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）を「セルフチェック

と相互牽制」で徹底化し、グループ共通インフラである「新商品管理システム」の 2008 年度導入への

有効性を高めます。 

（ニ） 成長戦略に基づいた新店舗展開を支える「営業推進部」を新設し、地域への浸透と店舗オペレーシ

ョンの早期定着化を図ります。 

（ホ） 内部統制システムの構築を推進し、業務プロセスの透明化により、効率性の向上と、健全な財務体

質の強化を目指します。 

このような取り組みの結果、次期の見通しにつきましては、営業収益 53,000 百万円（前期比 86.7％）、

経常利益 920 百万円（前期比 100.8％）、当期純利益 420 百万円（前期比 244.5％）を見込んでおります。 

※上記の予想業績数値に関しましては、決算基準日を３月決算から１月決算への変更により、10 ヶ月の数

値見通しとなります。 



マックスバリュ北海道㈱（７４６５） 2007年３月期決算短信（非連結） 

- 5 - 

（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ）資産 

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ23億14百万円増加し219億13百万円となりました。

主な要因は、当事業年度末日が金融機関の休日であったこと等による現金及び預金の増加（11億36百万円）、

未収入金の増加（６億43百万円）、店舗の新設等による有形固定資の増加（６億27百万円）等によるもので

す。 

（ロ）負債 

当事業年度末における負債は、前事業年度末に比べ22億50百万円増加し151億83百万円となりました。主

な要因は、当事業年度末日が金融機関の休日であったこと等による買掛金の増加（12億３百万円）、設備投

資資金として調達いたしました長期借入金の増加（14億３百万円）等によるものです。 

（ハ）純資産 

当事業年度末における純資産は、前事業年度末に比べ63百万円増加し67億30百万円となりました。主な要

因は、配当金の支払（67百万円）等による利益剰余金の減少額を当期純利益（１億71百万円）が上回ったこ

と等によるものです。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度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 11 億 36 百万

円増加し、13 億 17 百万円となりました。 

当事業年度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とおりです。 

（イ）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 18 億 27 百万円となりました。これは主として減価償却費、減損損失等を

含む非資金費用を除き、当事業年度末日が金融機関の休日であったこと等による仕入債務の増加（12 億 22

百万円）等によるものです。 

（ロ）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 15 億 80 百万円となりました。これは主として店舗の新設等による有形固

定資産の取得による支出（16 億 36 百万円）等によるものです。 

（ハ）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８億 88 百万円となりました。これは主として短期借入金の減少（４億 46

百万円）、長期借入金の返済による支出（９億 96 百万円）等を長期借入れによる収入（24 億円）等が上回

ったこと等によるものです。 

 

※前事業年度までは連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期と比較しての分析的な

記載は行っておりません。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標 

(注)自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております 

※営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。 

※有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の利益配分に関する基本方針は、企業体質の強化を図りながら、株主配当を業績に応じて､安定的に

年１回継続的に実施していくこと、また、今後も予想される厳しい経営環境の中で、収益力強化につながる

内部留保の充実等に努めていくことにあります。 

内部留保の使途につきましては、店舗の新設、改装及びシステム投資、教育投資等に活用し、事業基盤の

強化と更なる業容の拡大につなげてまいります。 

このような方針に基づき当期の利益配当金につきましては、１株につき16円にさせていただきます。また、

次期の利益配当金につきましては16円を予定いたしております。 

今後も引き続き、株主さまに対する利益還元の増進を念頭において、積極的かつ堅実な経営をしていく所

存です。 

 

 当事業年度 

（2007 年３月期） 

自己資本比率（％）     30.7 

時価ベースの自己資本比率（％）     53.6 

債務償還年数（年）     2.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ      50.1 
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２．企業集団の状況 

当社は、親会社であるイオン株式会社を中心とする企業集団イオングループの中で、スーパーマーケット事業

を営む企業群の中に位置づけられており、北海道にて食料品及び日用雑貨品を主に販売する小売事業を営んでお

ります。 

  

当社は親会社であるイオン株式会社より商品の一部の供給を受けているほか、電子計算処理業務等の委託をし

ております。また、他のグループ各社との間で、店舗の維持管理、資材の供給や当社店舗へのテナント入店等の

取引を行っております。 

 

これらの事業に係る系統図は、次のとおりであります。 

 

 

お 客 さ ま 

 

 

 

 

 

《スーパーマーケット事業》 

当 社 

 

 

 

《親会社》 

イオン㈱ 

 

 

 

 

《サービス事業》 

イオンクレジットサービス㈱

イオンディライト㈱ 

チェルト㈱ 

 

 

《専門店事業》 

㈱ニューステップ 

 

 

 

 

（ イ オ ン グ ル ー プ ） 

 

   (注)㈱イオンテクノサービスは、2006 年９月１日付で㈱ジャパンメンテナンスと合併し、同社はイオンディ

ライト㈱に商号を変更いたしました 

 

３．経営方針 
（1）会社の経営の基本方針 

当社は、『お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する』というイオンの不変の基

本理念と行動指針である『イオン行動規範宣言』を通じて、地域の豊かな生活の発展に寄与し、地域の一員と

してより多くのお客さまへ真に価値ある商品とサービスで、より質の高い満足に的確にお応えしてまいりまし

た。今後ともより一層、経営基盤の強化を目指すと共に、コンプライアンスを重視した事業活動を行ってまい

ります。 

 

（2）社会貢献・環境保全活動 

毎月11日の「イオン・デー」をはじめ、植樹･育樹等、環境保全活動及び社会貢献活動等のボランティア活

動に積極的に取り組んでまいりました。延べ従業員約6,400名がこれらの活動に参画しました。また、「幸せの

黄色いレシートキャンペーン」では、お客さまからお寄せいただいたお買上レシート金額の１％を福祉団体、

商品供給

情報システム

の利用等

店舗内出店 店舗維持管理 
店舗資材供給 

商品供給 

クレジット販売代金の 
業務委託 
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学校等に寄付をさせていただいております。その他、盲導犬育成支援募金、交通遺児愛の募金、地震・台風の

災害義援金の寄付等を積極的に店頭訴求してまいりました。リサイクル活動では、食品トレイ38,142ｋｇ、牛

乳パック67,236ｋｇ、アルミ缶78,277ｋｇ、ペットボトル78,031ｋｇの回収を行ないました。さらにレジ袋削

減に寄与するマイバスケットの販売、買物袋スタンプカードの発行等を行ってまいりました。今後も「企業市

民」として、地球環境に配慮し地域社会へ貢献してまいります。 

 

（3）目標とする経営指標 

目標とする経営指標としましては、売上高営業利益率の他、経常ＲＯＡ（総資産経常利益率）ならびに経常

ＲＯＥ（自己資本経常利益率）を効率分析の重要指標として位置づけております。 
今後さらに重要指標の向上に向け、収益構造の一層の強化を図るとともに、商品回転率の向上による在庫効

率の改善など重点課題を明確にして取り組んでまいります。 
 

（4）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、地域の一員としてより多くのお客さまへ、真に価値ある商品とサービスで、より質の高い満足を提

供することを経営理念として、軸を道央圏に据え、道内ＮＯ．１の営業体質と営業体力を保持する企業に変革

していきます。このビジョンは『絶ゆまぬ成長戦略を基盤にしつつ、体質と体力を改革する』を基本方針に掲

げ、2010年において営業利益率４％を目指し、企業価値の向上に向け総力化を図ってまいります。重点的には、

道央圏を中心とした都市型ＳＳＭとＮＳＣの両軸での店舗展開、グループシナジーの最大発揮による収益構造

の変革、有利子負債比率の低減、要員構成の質的変換、更なる社会貢献活動・環境保全活動の推進に取り組ん

でまいります。 

 

（5）会社の対処すべき課題 

当社の使命は、豊かな生活の発展に寄与することと成長戦略が可能となる経営基盤の強化にあります。この

目標を実現するために以下の課題に取り組んでまいります。 

一つは、「物流･システム・教育」の三位一体での構造改革を目指します。イオングループのシナジー（相乗

効果）を最大限発揮する物流センターの有効活用及びグループ開発商品である「トップバリュ」の構成比アッ

プを図ってまいります。新たにインターネット販売に取り組み、事業領域の拡大を目指します。また、オーガ

ニック、ローストをキーワードに商品の差別化を図ってまいります。システムの構築では、グループ共通のイ

ンフラである、単品ベースの在庫効率の更なる向上を目指した新商品管理システムの 2008 年上期導入を図っ

てまいります。教育においては、研修センターの本格稼動による技術力の向上及び中長期を見据えた海外研修

を充実してまいります。 

一つは、内部統制に立脚した企業価値の向上を目指します。業務プロセスの透明化を推進し、より強固な財

務体制の構築で東証二部上場に向け整備を進めてまいります。また、社会貢献活動、環境保全活動を一層強化

し、地域と地球環境に配慮した活動を経営の柱としてまいります。 

一つは、４Ｓ（整理･整頓･清掃･清潔）活動から５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動に進化させ「基

本の徹底」により、既存店舗の底上げを図ってまいります。 

 

（6）内部管理体制の整備・運用 

当社の内部管理体制の整備･運用状況の詳細につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所へ「コーポ

レート･ガバナンスに関する報告書」を提出しており、「内部管理体制の整備・運用状況」は同証券取引所のホ

ームページに開示されております。 
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４ 財務諸表等 

（1）貸借対照表 

 

 
 前事業年度 

（2006年３月31日） 

当事業年度 

（2007 年３月 31 日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
増減 

(千円) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産      

 1. 現金及び預金   181,191  1,317,238  

 2. 売掛金   311,148  488,385  

 3. 商品   1,542,046  1,574,155  

 4. 貯蔵品   8,185  10,109  

 5. 前払費用   233,980  206,373  

 6. 繰延税金資産   232,262  208,741  

 7. 未収入金   587,800  1,215,806  

 8. 未収還付法人税等   ―  15,276  

 9. その他   425,918  432,687  

 10. 貸倒引当金   △11,166  △11,865  

  流動資産合計   3,511,368 17.9  5,456,908 24.9 1,945,540

Ⅱ 固定資産      

 1. 有形固定資産 ※１     

(1) 建物   4,866,450 4,824,749  

(2) 構築物   515,149 505,757  

(3) 機械及び装置   1,987 808  

(4) 車両運搬具   3,065 8,181  

(5) 器具備品 ※６  483,076 550,527  

(6) 土地   1,804,815  2,426,543  

(7) 建設仮勘定   14,075  ―  

  有形固定資産合計   7,688,620 39.2  8,316,568 37.9 627,947

 2. 無形固定資産      

(1) 営業権   56,000  ―  

(2) のれん   ―  28,000  

(3) 商標権   1,198  898  

 (4) ソフトウェア   63,658  40,806  

(5) 電話加入権   7,005  7,005  

(6) その他   ―  765  

  無形固定資産合計   127,861 0.7  77,476 0.4 △50,385
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 前事業年度 

（2006年３月31日） 

当事業年度 

（2007 年３月 31 日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 
(％) 

増減 
(千円) 

 3. 投資その他の資産      

 (1) 投資有価証券   446,289  385,868  

 (2) 長期前払費用   539,506  528,362  

 (3) 繰延税金資産   364,952  392,005  

 (4) 敷金   3,058,985  3,029,704  

 (5) 建設協力金   3,825,792  3,565,839  

 (6) 店舗賃借仮勘定   68,484  157,396  

 (7) その他   36,118  67,418  

 (8) 貸倒引当金   △68,996  △64,317  

  投資その他の資産合計   8,271,134 42.2  8,062,278 36.8 △208,856

  固定資産合計   16,087,617 82.1  16,456,322 75.1 368,704

  資産合計   19,598,985 100.0  21,913,231 100.0 2,314,245

      

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債      

1. 支払手形 ※５  27,744  47,223

2. 買掛金   4,898,530  6,102,007

3. 短期借入金 ※４  446,881  ―

4. 一年以内返済予定の 
長期借入金 

  996,650  1,615,100

5. 未払金   868,757  865,657

6. 未払法人税等   49,673  246,457

7. 未払費用   339,231  366,925

8. 前受金   53,408  55,688

9． 預り金   33,260  32,261

10． 役員賞与引当金   ―  9,100

11． 設備関係支払手形 ※５  225,612  248,663

12. その他   303,422  301,029

流動負債合計   8,243,173 42.1  9,890,114 45.1 1,646,940

Ⅱ 固定負債      

1. 長期借入金   2,644,550  3,429,450

2. 退職給付引当金   159,212  197,412

3. 役員退職慰労引当金   32,174  42,569

4. 預り保証金   1,465,335  1,319,813

5. リース資産減損勘定   327,394  267,447

6. その他   60,595  36,355

固定負債合計   4,689,262 23.9  5,293,049 24.2 603,786

負債合計   12,932,436 66.0  15,183,163 69.3 2,250,727
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前事業年度 

（2006年３月31日） 

当事業年度 

（2007 年３月 31 日） 
対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比 
(％) 

増減 
(千円) 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※２  1,176,445 6.0  ―  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金        

  1. 資本準備金   1,206,839   ―    

   資本剰余金合計   1,206,839 6.2  ―  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金      

 1. 利益準備金   78,630  ― ― 

 2. 任意積立金      

別途積立金   5,918,000 ― ― 

3. 当期未処理損失   1,656,612  ― ― 

   利益剰余金合計   4,340,017 22.1  ― ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

  158,599 0.8  ― ― ― 

Ⅴ 自己株式 ※３  △215,352 △1.1  ― ― ― 

  資本合計   6,666,549 34.0  ― ― ― 

  負債資本合計 
 

 
 19,598,985 100.0  ― ― ― 

(純資産の部)       

Ⅰ 株主資本        

1. 資本金   ―  ―  1,176,445 5.4 ― 

2. 資本剰余金        

  （1）資本準備金  ―  1,206,839    

   資本剰余金合計   ―  ―  1,206,839 5.5 ― 

3. 利益剰余金      

 （1）利益準備金  ― 78,630   

 （2）その他利益剰余金      

別途積立金  ― 4,118,000   

繰越利益剰余金  ― 242,917   

   利益剰余金合計   ― ―  4,439,547 20.3 ― 

 4. 自己株式   ― ―  △215,352 △1.0 ― 

   株主資本合計   ― ―  6,607,479 30.2 ― 

Ⅱ 評価・換算差額等       

その他有価証券 
評価差額金 

  ―  122,588  ― 

評価・換算差額等合計   ― ―  122,588 0.5 ― 

  純資産合計   ― ―  6,730,067 30.7 ― 

  負債純資産合計 
 

 
 ― ―  21,913,231 100.0 ― 
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（2）損益計算書 
 

  

前事業年度 

（自 2005年４月１日  

至 2006年３月31日） 

当事業年度 

（自 2006年４月１日 
至 2007年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

増減 
(千円) 

Ⅰ 売上高  59,984,664 100.0 59,865,083 100.0 △119,581

Ⅱ 売上原価     

 １ 期首商品棚卸高 1,580,533  1,542,046   

 ２ 当期商品仕入高 46,471,219  45,853,328   

   合計 48,051,753  47,395,375   

 ３ 期末商品棚卸高 1,542,046 46,509,706 77.5 1,574,155 45,821,220 76.5  △688,486

   売上総利益  13,474,957 22.5 14,043,862 23.5  568,905

Ⅲ 営業収入    

 １ テナント家賃収入 1,149,207  1,136,538   

 ２ その他の営業収入 131,994 1,281,202 2.1 111,774 1,248,313 2.1 △32,889

営業総利益  14,756,160 24.6 15,292,176 25.6  536,015

Ⅳ 販売費及び一般管理費     

１ 広告宣伝費 554,444 623,226   

２ 包装費 115,940 114,881   

３ 役員報酬 73,598 85,058   

４ 給与手当・賞与 5,366,730 5,450,391   

５ 役員賞与引当金繰入額 ― 9,100   

６ 退職給付費用 91,781 92,047   

７ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

11,737 12,645   

８ 法定福利・厚生費 711,084 738,655   

９ 水道光熱費 1,239,067 1,306,530   

 10 減価償却費 689,665 772,863   

 11 地代家賃 2,077,217 2,085,450   

 12 その他の賃借料 566,969 484,358   

 13 修繕維持費 1,012,758  963,355   

 14 その他 1,658,974 14,169,968 23.6 1,709,427 14,447,993 24.2  278,024

   営業利益  586,191 1.0 844,183 1.4 257,991

Ⅴ 営業外収益      

１ 受取利息 43,917  42,796   

２ 受取配当金 2,638  3,278   

３ テナント退店違約金 
受入益 

14,202  23,632   

４ 雑収入 43,152 103,911 0.2 41,850 111,557 0.2 7,646

Ⅵ 営業外費用       

１ 支払利息 34,468  36,857   

２ 雑損失 12,850 47,319 0.1 5,870 42,727 0.1 △4,592

     経常利益  642,783 1.1  913,013 1.5 270,230
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前事業年度 

（自 2005年４月１日  

至 2006年３月31日） 

当事業年度 

（自 2006年４月１日 
至 2007年３月31日） 

 

対前年比 
 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

増減 
(千円) 

Ⅶ 特別利益       

１ 投資有価証券売却益  4,352 ―   

２ 貸倒引当金戻入益  7,444 4,510   

３ 受取保険金  ― 10,120   

４ その他  1,450 13,246 0.0 328 14,959 0.1  8,998

Ⅷ 特別損失        

１ 固定資産除却損 ※１ 69,808  9,694   

２ 減損損失 ※２ 2,320,686  479,416   

３ 子会社株式売却損   94,826  ―   

４ その他  197,555 2,682,877 4.5 34,893 524,004 0.9  △2,158,872

税引前当期純利益   ― ―  403,967 0.7  403,967

税引前当期純損失   2,026,847 △3.4 ― ― 2,026,847

   法人税、住民税及び 
事業税 

 51,076 227,345   

      法人税等還付税額  ― △16,016   

   過年度法人税、住民税 
及び事業税 

 41,879 ―   

   法人税等調整額  △254,423 △161,468 △0.3 20,877 232,207 0.4 393,675

   当期純利益   ― ―  171,760 0.3  171,760

当期純損失   1,865,379 △3.1 ― ― 1,865,379

   前期繰越利益   208,767  ―  ―

   当期未処理損失   1,656,612   ―  ―
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（3）株主資本等変動計算書 

 

当事業年度（自 2006 年４月１日 至 2007 年３月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 項目 
資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

2006年３月31日残高(千円) 1,176,445 1,206,839 1,206,839 78,630 5,918,000 △1,656,612 4,340,017

事業年度中の変動額   

別途積立金の取崩(注)  △1,800,000 1,800,000 ―

剰余金の配当(注)  △67,931 △67,931

役員賞与の支給(注)  △4,300 △4,300

 当期純利益  171,760 171,760

 株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
  

事業年度中の変動額合計(千円) ― ― ― ― △1,800,000 1,899,529 99,529

2007年３月31日残高(千円) 1,176,445 1,206,839 1,206,839 78,630 4,118,000 242,917 4,439,547

 
株主資本 評価・換算差額等 

項目 自己 

株式 

株主資本

合計 

その他 

有価証券

評価 

差額金 

評価･換算

差額等 

合計 

純資産 

合計 

2006年３月31日残高(千円) △215,352 6,507,949 158,599 158,599 6,666,549

事業年度中の変動額  

別途積立金の取崩(注)  ― ―

剰余金の配当(注)  △67,931 △67,931

役員賞与の支給(注)  △4,300 △4,300

 当期純利益  171,760 171,760

 株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
 △36,011 △36,011 △36,011

事業年度中の変動額合計(千円) ― 99,529 △36,011 △36,011 63,518

2007年３月31日残高(千円) △215,352 6,607,479 122,588 122,588 6,730,067

 (注)2006 年６月 23 日株主総会決議に基づく利益処分によるものであります。 
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（4）キャッシュ・フロー計算書 
 

前事業年度までは連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、当事業年度に係るキャッシュ・フ

ロー計算書のみ記載しております。 

 

  

当事業年度 

（自 2006年４月１日 

至 2007年３月31日） 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

   税引前当期純利益  403,967 

   減価償却費  772,863 

   減損損失  479,416 

   退職給付引当金の増加額  38,200 

   貸倒引当金の減少額  △3,980 

役員賞与引当金の増加額  9,100 

役員退職慰労引当金の増加額  10,395 

   受取利息及び受取配当金  △46,074 

   支払利息  36,857 

 受取保険金  △10,120 

 固定資産除却損  9,694 

   売掛金の増加額  △177,236 

   たな卸資産の増加額  △34,032 

     未収入金の増加額  △643,282 

   仕入債務の増加額  1,222,956 

   未払金の減少額  △2,575 

   未払費用の増加額  27,506 

  未払消費税等の減少額  △17,358 

   役員賞与の支払額  △4,300 

   預り保証金の減少額  △144,810 

   その他  △87,899 

    小計  1,839,288 

    利息及び配当金の受取額  29,215 

    利息の支払額  △36,497 

    保険金の受取額  10,120 

    法人税等の支払額  △14,545 

    営業活動によるキャッシュ・フロー  1,827,582 

Ⅱ 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  △1,636,660 

   敷金の支払による支出  △75,276 

   敷金の回収による収入  104,556 

   建設協力金の支払による支出  △150,166 

   建設協力金の回収による収入  383,047 

    その他  △205,797 

    投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,580,296 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

   短期借入金の減少額  △446,881 

   長期借入れによる収入  2,400,000 

   長期借入金の返済による支出  △996,650 

   配当金の支払額  △67,707 

    財務活動によるキャッシュ・フロー  888,760 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,136,046 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  181,191 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,317,238 
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（5）利益処分計算書 

 

 
 前事業年度 

（2006年６月23日） 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

   

Ⅰ 当期未処理損失  1,656,612 

Ⅱ 任意積立金取崩額   

 １ 別途積立金取崩額  1,800,000 1,800,000 

合計  143,387 

   

Ⅲ 利益処分額   

１ 配当金  67,931  

２ 役員賞与金  4,300 72,231 

Ⅳ 次期繰越利益  71,156 

  

（注）日付は株主総会承認年月日であります。 



マックスバリュ北海道㈱（７４６５） 2007年３月期決算短信（非連結） 

- 17 - 

（6）重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

当事業年度 
(自 2006年４月１日 
至 2007年３月31日) 

１ 有価証券の評価基

準及び評価方法 

（1）子会社株式 

  移動平均法による原価法 

（2）その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価

法 

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

（1）その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価

法 

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

 

 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価

基準及び評価方法 

（1）商品 

生鮮食品及び本部在庫品 

最終仕入原価法 

上記以外の商品 

「企業会計原則と関係諸法令との調

整に関する連続意見書」第四に定め

る売価還元平均原価法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）貯蔵品 

最終仕入原価法 

（1）商品 

本部在庫品 

最終仕入原価法 

上記以外の商品 

「企業会計原則と関係諸法令との調

整に関する連続意見書」第四に定め

る売価還元平均原価法 

（会計方針の変更） 

 当社は、従来、商品のうち生鮮食品の

評価方法について最終仕入原価法を採用

しておりましたが、当事業年度より「企

業会計原則と関係諸法令との調整に関す

る連続意見書」第四に定める売価還元平

均原価法に変更いたしました。 

 この変更は、売価還元平均原価法によ

る損益管理の体制が安定的に運用できる

ようになったことを契機として、物価変

動の損益に与える影響を極力排除し、期

間損益をより適正に表示するために行っ

たものであります。 

 この変更により、従来の方法によった

場合と比較して、商品が5,520千円増加す

るとともに、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ同額増加し

ております。 

 

（2）貯蔵品 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

当事業年度 
(自 2006年４月１日 
至 2007年３月31日) 

３ 固定資産の減価償

却の方法 

（1）有形固定資産 

経済的耐用年数に基づく定額法 

各資産別の耐用年数として以下

の年数を採用しております。 

建物 

営業店舗   15～20年 

事務所      38年 

建物附属設備 ３～18年 

構築物        ３～20年 

車両運搬具     ４～６年 

器具備品       ２～20年 

（2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。 

（1）有形固定資産 

経済的耐用年数に基づく定額法 

各資産別の耐用年数として以下

の年数を採用しております。 

建物 

営業店舗   15～20年 

事務所      38年 

建物附属設備 ３～18年 

構築物        ３～20年 

車両運搬具     ４～６年 

器具備品       ３～20年 

（2）無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

（3）長期前払費用 

借地権 

借地上の店舗の賃借契約期間に

基づく定額法 

その他 

定額法(償却年数は主として３～

５年) 

４ 引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

（1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

  

―――――― 

（2）役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき当事業年

度に見合う分を計上しております。 

（会計方針の変更） 

当事業年度から「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成17年11

月29日 企業会計基準第４号）を適用して

おります。 

この変更により、従来の方法によった

場合と比較して、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は、それぞれ9,100千

円減少しております。 
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項目 
前事業年度 

(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

当事業年度 
(自 2006年４月１日 
至 2007年３月31日) 

 （3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しておりま

す。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10 年）による定額法により費用処理し

ております。 
数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定額法

により、按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理することとしてお

ります。 

（3）退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （4）閉店損失引当金 

店舗閉店に伴い発生する損失に備え、

店舗閉店により見込まれる中途解約違約

金及び原状回復費等の閉店関連損失見込

額を計上しております。 

なお、当事業年度末の計上額はありま

せん。 

（4）閉店損失引当金 

同左 

 

 （5）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備え、内規

に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

（5）役員退職慰労引当金 

同左 

５ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

       同左 

６ キャッシュ・フロ

ー計算書における

資金の範囲 

 

―――――― 

キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

７ その他財務諸表作

成のための基本と

なる重要な事項 

（1）消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

（1）消費税等の会計処理 

同左 
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重要な会計方針の変更 
 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

当事業年度 
(自 2006年４月１日 
至 2007年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。 

 これにより従来と比較して、営業利益及び経常利益は

それぞれ211,898千円増加し、税引前当期純損失は

2,108,788千円増加しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除し

ております。 

 

 

―――――― 

 

―――――― 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部に関する会計基準等） 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

6,730,067千円であります。これによる損益に与える影

響はありません。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しており

ます。 

 

 

―――――― 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当事業年度から「企業結合に係る会計基準」（企業会

計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準委員会 最終改正平成18年12月22日 企業会

計基準適用指針第10号）を適用しております。 

 財務諸表等規則の改正による財務諸表の表示に関す

る変更は以下のとおりであります。 

（貸借対照表） 

「営業権」（前事業年度56百万円）は、当事業年度

から「のれん」として表示しております。 
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表示方法の変更 
 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

当事業年度 
(自 2006年４月１日 
至 2007年３月31日) 

（貸借対照表） 

有形固定資産に対する減価償却累計額は、従来各資

産科目の控除科目として区分掲記しておりましたが、

当事業年度より各資産の金額から直接控除し、その控

除残高を各資産の金額として表示し、当該減価償却累

計額を一括して注記する方法に変更いたしました。 

 なお、当事業年度を前事業年度同様の方法によった

場合の貸借対照表の表示については、以下のとおりと

なります。 

建物（取得価額）      9,403,591千円 

減価償却累計額       4,537,140千円 

計             4,866,450千円 

 

構築物（取得価額）     1,113,343千円 

減価償却累計額        598,193千円 

計              515,149千円 

 

機械及び装置（取得価額）    22,084千円 

減価償却累計額         20,096千円 

計               1,987千円 

 

車両運搬具（取得価額）     16,593千円 

減価償却累計額         13,527千円 

計                           3,065千円 

 

器具備品（取得価額）    1,091,095千円 

減価償却累計額        608,019千円 

計              483,076千円 

 

(注)取得価額は減損損失直接控除後の金額であり

ます。 

 

 

―――――― 

（損益計算書） 

１．前事業年度において、特別利益の「貸倒引当金戻入

益」については特別利益の「その他」に含めて表示

しておりましたが、当事業年度において特別利益の

10/100を越えたため、区分掲記いたしました。 

  なお、前事業年度の特別利益の「その他」に含ま

れている「貸倒引当金戻入益」は4,331千円でありま

す。 

２．前事業年度において独立科目として表示していた

特別損失の「役員退職慰労金」（当事業年度4千円）

は、金額が僅少となったため当事業年度においては、

特別損失の「その他」に含めて表示しております。 

 

―――――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
前事業年度 

（2006年3月31日） 
当事業年度 

（2007年3月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 5,776,977千円 6,359,366千円 

  

※２ 会社が発行する株式 ※２       ――――― 

普通株式          27,000,000株  

ただし、定款の定めにより、株式の消却が

行われた場合には、これに相当する株式数を

減ずることになっております。 

 

発行済株式総数 

普通株式           6,941,350株 

  

※３ 自己株式の保有数 ※３       ―――――― 

普通株式            148,221株  

  

※４ 当座貸越契約 

当社は、資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行２行と当座貸越契約を締結しております。こ

の契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

当座貸越限度額      2,500,000千円 

借入実行残高          446,881千円 

差引額               2,053,118千円 

※４ 当座貸越契約 

当社は、資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行２行と当座貸越契約を締結しております。こ

の契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

当座貸越限度額      2,500,000千円 

借入実行残高            ―千円 

差引額             2,500,000千円 

  

※５        ―――――― ※５ 期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しております。 

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であった

ため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれてお

ります。 

支払手形          23,831千円 

設備関係支払手形      60,768千円 

  

※６ 圧縮記帳 

有形固定資産に係る国庫補助金の受入による圧縮記

帳累計額は、次のとおりであります。 

器具備品           33,127千円 

※６ 圧縮記帳 

同左 

  

７ 配当制限 

有価証券の時価評価により、純資産額が158,599千円

増加しております。 

 なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規定

により、配当に充当することが制限されております。 

７       ―――――― 
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(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
（自 2005年４月１日  
至 2006年３月31日） 

当事業年度 
（自 2006年４月１日  
至 2007年３月31日） 

※１ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※１ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物           40,631千円 建物            5,440千円 

構築物          21,723千円 構築物           1,989千円 

機械及び装置        292千円 機械及び装置        385千円 

器具備品         7,161千円 車両運搬具         165千円 

 器具備品          1,712千円 

 合計            9,694千円 

  

※２ 減損損失 ※２ 減損損失 

当事業年度において、以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。 

（1）減損損失を認識した資産グループの概要 

用途 種類 場所 物件数 
金額 

（千円） 

店舗 建物等 
空知 
支庁 

1 337,858 

店舗 
等 

土地及び
建物等 

石狩 
支庁 

8 977,261 

店舗 
土地及び
建物等 

後志 
支庁 

2 411,422 

店舗 建物等 
上川･ 
留萌 
支庁 

2 392,805 

遊休 
資産 土地 

石狩 
支庁 1 201,339 

 合計  14 2,320,686 

（2）減損損失の認識に至った経緯 

店舗における営業活動及び賃貸用不動産から生ずる

損益が継続してマイナスまたは継続してマイナスとな

る見込みである資産グループ及び、遊休状態にあり今

後の使用目処が立っていない資産グループの帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上しております。 

（3）減損損失の金額 

種類 金額（千円） 

建物 1,115,873

土地 359,344

有形固定資産(その他) 190,395

リース資産 589,872

その他       ※ 65,200

合計 2,320,686

※その他には、無形固定資産、投資その他の資産の長

期前払費用を含んでおります。 

当事業年度において、以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。 

（1）減損損失を認識した資産グループの概要 

用途 種類 場所 物件数 
金額 

（千円） 

店舗 建物等
石狩 
支庁 

1 64,032 

店舗 建物等
上川 
支庁 

1 210,000 

店舗 建物等
釧路 
支庁 

1 205,383 

 合計  3 479,416 

 

 

 

 

（2）減損損失の認識に至った経緯 

店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマ

イナスまたは継続してマイナスとなる見込みである資

産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。 

 

（3）減損損失の金額 

種類 金額（千円） 

建物 290,076

有形固定資産(その他) 88,440

リース資産 86,210

その他       ※ 14,690

合計 479,416

※その他には、無形固定資産、投資その他の資産の長

期前払費用を含んでおります。 

（4）資産のグルーピングの方法 

キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗

を基礎としてグルーピングしております。また、賃貸用

不動産及び遊休資産については個別の物件単位毎にグ

ルーピングしております。 

（4）資産のグルーピングの方法 

キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗

を基礎としてグルーピングしております。また、賃貸用

不動産については個別の物件単位毎にグルーピングし

ております。 

（5）回収可能価額の算定方法 

 資産グループの回収可能価額は正味売却価額または

使用価値により測定しております。正味売却価額は、土

地については固定資産税評価額等を基に算定した金額

により、その他の固定資産については不動産鑑定士によ

る不動産鑑定評価基準または取引事例等を勘案した合

理的な見積りにより評価しております。また、使用価値

は将来キャッシュ・フローを3.0％で割り引いて算定し

ております。 

（5）回収可能価額の算定方法 

同左 
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(株主資本等変動計算書関係) 

 

当事業年度（自 2006年４月１日 至 2007年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 6,941,350 ― ― 6,941,350 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 148,221 ― ― 148,221 

 

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 

（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 

2006年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 67,931 10 2006年３月31日 2006年６月26日

 

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

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 

2007年５月11日 

取締役会 
普通株式 108,690 16 2007年３月31日 2007年６月18日
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前事業年度までは連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、当事業年度に係るキャッシュ・フロー

計算書関係の注記事項のみ記載しております。 

 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

当事業年度 
(自 2006年４月１日 
至 2007年３月31日) 

―――――― ※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係 

（2007年３月31日現在） 

現金及び預金勘定       1,317,238千円 

現金及び現金同等物      1,317,238千円 
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(リース取引関係) 

 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

当事業年度 
(自 2006年４月１日 
至 2007年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

減損損失
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

建物 1,033,683 253,006 276,902 503,773

機械装置 6,305 3,444 ― 2,860

車両 
運搬具 

183 28 ― 155

器具備品 2,817,880 1,232,950 260,389 1,324,540

ソフト 

ウェア 
51,813 11,402 83 40,327

合計 3,909,865 1,500,832 537,375 1,871,657

 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

減損損失 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額
(千円)

建物 1,033,683 319,314 276,902 437,466

機械装置 6,305 4,145 ― 2,160

器具備品 2,367,664 1,229,879 345,551 792,232

ソフト 

ウェア 
51,378 21,306 83 29,988

合計 3,459,031 1,574,646 622,537 1,261,847

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

    未経過リース料期末残高相当額 

１年内 601,216千円

１年超 1,436,770千円

合計 2,037,987千円

 

リース資産減損勘定の残高 430,875千円

 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高 

    未経過リース料期末残高相当額 

１年内 516,324千円

１年超 916,451千円

合計 1,432,776千円

 

リース資産減損勘定の残高 385,182千円

 
 

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 716,001千円

リース資産減損勘定の取崩額 158,996千円

減価償却費相当額 651,873千円

支払利息相当額 79,949千円

減損損失 589,872千円

 
 

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 659,450千円

リース資産減損勘定の取崩額 130,810千円

減価償却費相当額 606,141千円

支払利息相当額 63,811千円

減損損失 86,210千円

 
 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (5) 利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし各期への配分方法については、

利息法によっております。 

 

 (5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 



マックスバリュ北海道㈱（７４６５） 2007年３月期決算短信（非連結） 

- 27 - 

(関連当事者との取引) 

 

前事業年度に係る「関連当事者との取引」に関する注記については、連結財務諸表における注記事項として

記載しているため、当事業年度のみ記載しております。 

 

当事業年度(自 2006年４月１日 至 2007年３月31日) 

 

 (1) 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の
内容 

又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 科目 

期末残高
(千円) 

商品の仕入 1,505,497 買掛金 201,163

未払金 146,436
商品供給 
手数料等 1,519,198

未払費用 36,523

マックスバ
リュ店舗の
運営指導料

等 

62,048 ― ―

未払金 9,077

出向者 
人件費 

107,237

未払費用 2,959

出向者 
人件費 
の受入 

17,048 未収入金 2,006

親会社 イオン㈱ 
千葉市 
美浜区 

198,791,477
総合 
小売業

直接 
(49.72％)

間接 
(8.24％)

出向3名

商品仕入
マックス
バリュ店
舗 の 商
標、情報
システム
の利用及
び運営指
導等 
受入出向
者の要請

商品券の 
取扱高等 104,159 未収入金 11,932

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)1．商品仕入、商品供給手数料等、マックスバリュ店舗の商標、情報システムの利用及び運営指導等の費用、

出向者人件費については、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。 

2．取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。 

 

(2) 役員及び個人主要株主等 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 科目 

期末残高
(千円)

役員 橋本昭夫 ― ― 
当社 
監査役 

― ― ― 顧問報酬 1,200 ― ―

商品の仕入 37,597 買掛金 3,761

未収入金 70

店舗賃貸 2,231 

預り保証金 1,842

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社 

㈲花生活
（注4） 

札幌市 
白石区 

3,000 
生花 
販売業 

当社の役員
の近親者が
100 ％ を 直
接所有 

―
商品仕入
店舗賃借

店舗共用費 799 前受金 195

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)1．顧問報酬については、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。 

2. 店舗賃貸、敷金は、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。 

3．取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。 

4．当社常務取締役出戸信成の近親者が議決権の100％を直接保有しております。 
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(3) 兄弟会社等 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)
割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

クレジット 
売掛 4,587,912 

クレジット 
割引 

19,585 
親会社
の子会
社 

イオンク
レジット
サービス
㈱ 

東京都 
千代田
区 

15,466,500
金融サー
ビス業 

直接 
(3.90％)

―
クレジッ
ト債権の
譲渡 

クレジット 
手数料 

50,379 

売掛金 360,644 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)1. 一般的取引条件を参考に契約により決定しております。 

2．取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。 
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(税効果会計関係) 

 

前事業年度末 
（2006年3月31日） 

当事業年度末 
（2007年3月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別

の内訳 

(1)流動の部 

繰延税金資産  

賞与引当金 104,481千円 

繰越欠損金 52,025千円 

未払事業所税 17,728千円 

未払事業税 6,763千円 

減損損失 39,963千円 

その他     11,300千円 

 繰延税金資産合計    232,262千円 

  

(2)固定の部  

 繰延税金資産  

減価償却資産償却超過額 199,958千円 

減損損失 708,686千円 

退職給付引当金 98,886千円 

役員退職慰労引当金 12,998千円 

貸倒引当金繰入限度超過額 32,385千円 

その他     31,397千円 

小計 1,084,313千円 

評価性引当額  △602,905千円 

繰延税金資産合計                481,407千円 

  

 繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金    107,507千円 

 建設協力金    8,947千円 

繰延税金負債合計                 116,455千円 

繰延税金資産の純額    364,952千円 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別

の内訳 

(1)流動の部 

繰延税金資産  

未払賞与 109,454千円 

未払事業所税 17,796千円 

未払事業税 21,641千円 

減損損失 47,564千円 

その他     12,284千円 

 繰延税金資産合計    208,741千円 

  

(2)固定の部  

 繰延税金資産  

減価償却資産償却超過額 195,478千円 

減損損失 772,133千円 

退職給付引当金 96,303千円 

役員退職慰労引当金 17,198千円 

貸倒引当金 30,777千円 

その他     35,884千円 

小計 1,147,776千円 

評価性引当額  △661,557千円 

繰延税金資産合計              486,218千円 

  

 繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金    83,096千円 

 建設協力金    11,116千円 

繰延税金負債合計                94,212千円 

繰延税金資産の純額    392,005千円 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率    △40.4％ 

（調整）  

住民税均等割額  2.5％ 

評価性引当額 29.7％ 

過年度税金  2.1％ 

その他  △1.9％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △8.0％ 

 

 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率    40.4％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6％ 

住民税均等割額  8.4％ 

法人税等還付税額 △3.8％ 

評価性引当額の増加 14.5％ 

ＩＴ投資促進税制に係る税額控除  △2.7％ 

その他  △0.9％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  57.5％ 
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(有価証券関係) 

 

前事業年度に係る「有価証券関係」（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは除く）に関する注記

については、連結財務諸表における注記事項として記載しているため、当事業年度のみ記載しております。 

なお、前事業年度において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当事業年度(自 2006年４月１日 至 2007年３月31日) 

 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

当事業年度 

（2007年３月31日現在） 
区分 

取得原価 

(千円) 

貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの 

株式 

 

175,894 

 

381,628 

 

205,733 

小計 175,894 381,628 205,733 

貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの 

株式 

 

4,288 

 

4,240 

 

△48 

小計 4,288 4,240 △48 

合計 180,182 385,868 205,685 

 

（2）時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

該当事項はありません。 

 

(注)下落率が 50％以上の株式についてはすべて減損しております。 

また、下落率が 30％から 50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高

値、最安値と帳簿価額との乖離状況を把握し、発行会社の業況等の推移等を総合的に判断しております。 

なお、当期に減損処理を行った株式はありません。 
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(デリバティブ取引関係) 

 

前事業年度に係る「デリバティブ取引関係」に関する注記については、連結財務諸表における注記事項とし

て記載しているため、当事業年度のみ記載しております。 

 

当事業年度（自 2006年４月１日 至 2007年３月31日） 

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 
 
 

(持分法損益等) 

 

前事業年度までは連結財務諸表を作成しているため、当事業年度のみ記載しております。 

 

当事業年度（自 2006年４月１日 至 2007年３月31日） 

関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

 

 

(退職給付関係) 

 

前事業年度に係る「退職給付関係」に関する注記については、連結財務諸表における注記事項として記載し

ているため、当事業年度のみ記載しております。 

 

 (1) 採用している退職給付制度の概要 

当社は、親会社であるイオン株式会社及び同社の主要国内関係会社で設立している確定給付型のイオ

ン企業年金基金制度、確定拠出年金制度及び退職金前払制度を設けております。 

 

(2）退職給付債務に関する事項 

項目 
当事業年度 

（2007年３月31日現在） 

イ．退職給付債務 

ロ．年金資産 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） 

ニ．未認識数理計算上の差異 

ホ．未認識過去勤務債務 

へ．退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ） 

△ 492,080千円 

   311,318千円 

△ 180,761千円 

170,030千円 

 △ 186,680千円 

 △ 197,412千円 

 

(3）退職給付費用に関する事項 

項目 
当事業年度 

(自 2006年４月１日 
至 2007年３月31日) 

イ．勤務費用 

ロ．利息費用 

ハ．期待運用収益 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 

ホ．過去勤務債務の費用処理額 

ヘ．小計（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 

ト．前払退職金等(注) 

チ．退職給付費用（ヘ＋ト） 

57,261千円 

10,783千円 

△  6,466千円 

34,050千円 

 △  34,146千円 

61,481千円 

   30,566千円 

     92,047千円 

  (注) 確定拠出年金の掛金支払額、及び退職前払制度による従業員に対する前払退職金支給額であります。 
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(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

項目 
当事業年度 

（2007年３月31日現在） 

イ. 退職給付見込額の期間按分方法  期間定額基準 

ロ．割引率 2.4％ 

ハ．期待運用収益率 2.31％ 

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 

 

10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

による定額法によっております。) 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 

 

 

10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により、翌期から費用処理することとして

おります。) 

 

 

(ストック・オプション等関係) 

当事業年度（自 2006年４月１日 至 2007年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

(企業結合等関係) 

当事業年度（自 2006年４月１日 至 2007年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

 (１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

当事業年度 
(自 2006年４月１日 
至 2007年３月31日) 

１株当たり純資産額 981円37銭 １株当たり純資産額 990円72銭 

１株当たり当期純損失(△) △ 275円23銭 １株当たり当期純利益 25円28銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がな

いため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

潜在株式がないため記載しておりません。 

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前事業年度 

(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

当事業年度 
(自 2006年４月１日 
至 2007年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△) △ 1,865,379千円 171,760千円 

普通株主に帰属しない金額 4,300千円 ―千円 

（うち利益処分による役員賞与金）    （  4,300千円） （    ―千円） 

普通株式に係る当期純利益又は 

当期純損失(△) 
△ 1,869,679千円 171,760千円 

普通株式の期中平均株式数 6,793,159株  6,793,129株  

 

 
(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５ その他 

（1）役員の異動 

 ①代表者の異動 

   該当事項はありません。 

 

 ②その他の役員の異動（2007年6月15日予定） 

  退任予定取締役 

    村中 誠二（現 当社取締役相談役） 

 


	１．経営成績 
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