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(百万円未満切捨て) 

１． ２００８年２月期の業績（２００７年２月２１日～２００８年２月２０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 

    百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

2008年2月期 87,594 △3.1 153 △88.9 232 △84.8 △473 ― 

2007年2月期 90,351 1.3  1,384 24.4 1,526 22.6 265 ― 
 
 

１株当たり 自 己 資 本 総 資 産 売 上 高   

当期純利益 

潜在株式調整後1株  

当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 営業利益率 

  円  銭 円  銭 ％ ％ ％ 

2008年2月期 △39  50 －  －     △9.5       0.8       0.2 

2007年2月期 22  14 －  －     4.5       5.6       1.6 

 (参考) 持分法投資損益 2008年2月期    － 百万円        2007年2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 

 百万円 百万円              ％             円 銭 
2008年2月期 28,432 4,231 14.9      352 86 
2007年2月期 28,191 5,737 20.3      478 43 

(参考) 自己資本2008年2月期   4,231百万円        2007年2月期   5,737百万円 
 
(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         

 百万円 百万円 百万円 百万円 
2008年2月期 277 △2,038 1,507 795 
2007年2月期 1,618 △2,338 446 1,049 
 
２．配当状況 

  １株当たり配当金 配当金総額 純資産 

（基準日） 中間期末 期末 年間 （年間） 
配当性向 

配当率 

  円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％

2007年2月期 －  － 20  00  20  00  239  90.4  4.1 

2008年2月期 －  － －  － －  － ― ― ― 

2009年2月期(予想) －  － 5  00 5  00 ― 37.48  ― 
 

３．２００９年２月期の業績予想(２００８年２月２１日～２００９年２月２０日)         

  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 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中 間 期 47,200 6.2 360 102.1 370 20.8 △90 △81.2 △7 50

通   期 96,000 9.6 960 524.5 960 313.2 160 ― 13 34
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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なう変更     無 
  ② ①以外の変更             無 
   
（２）発行済株式数（普通株式） 
    ①期末発行済株式数（自己株式含む） 2008 年 2 月期 12,000,000 株  2007 年 2 月期  12,000,000 株 

    ②期末自己株式数          2008 年 2 月期      7,042 株  2007 年 2 月期       6,900 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 30 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 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今

後さまざまな要因によって予想数値と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ページの「１．経営成績

（１）経営成績に関する分析」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 
定率減税の廃止や、高騰を続けている原油価格は灯油やガソリンをはじめ製品価格の上昇をもたら

し、家計支出を圧迫しております。また、当社が営業基盤とする北東北エリアにおいては、米価の下

落に伴う農家収入の減少や家計における暖房費等の増加など、経営環境は厳しい状況下にあります。 

このような中、当社は「お客さまにとって、当たり前のことが当たり前にできる DNA を確立しよ

う」のスローガンのもと、新規出店や競争力強化のための既存店活性化を積極的に進めてまいりまし

た。一方、店舗面積が狭く品揃えなどでお客さまのご要望にお応えできない店舗については、閉鎖を

推し進めてまいりました。 
当期新たに開設した店舗は 4 店舗で、2007 年 3 月に「南陽店」（山形県）、4 月「平内店」（青森県）、

6 月「尾花沢店」（山形県）、11 月「米沢駅前店」（山形県）を開設しました。一方、閉鎖した店舗は

小型店を中心に 11 店舗であります。 
その結果、当期末の店舗数は秋田県 36 店舗、山形県 27 店舗、青森県 24 店舗、岩手県 1 店舗の合

計 88 店舗となりました。 
営業面におきましては、「毎日新鮮、いつでもお買い得」の実現を目指し、オールクオリティキー

パー制度導入等に取り組み、新鮮で安全・安心な商品の提供に努めてまいりました。また、原油価格

高騰にともなう製品価格の上昇は、お客さまの家計に対する防衛意識をさらに高めております。そう

した家計防衛意識の高まりに対応して、当社は「生活応援宣言」のもと、購買頻度の高い 100 品目

を超える商品及び「トップバリュ」の価格を凍結、値下げを実施し、お客さまよりご支持をいただい

ております。加えて、フレックス委員会などの活動をさらに推し進めた結果、従業員の提案から生ま

れた過疎化・高齢化に対する「宅配システム」やインストアベーカリーの創作菓子パンコンクール

優秀賞の「あっぷるまる」などを商品化し、お客さまから高い評価を得ることができました。 
一方、販売促進企画を大幅に変更し収益構造の変革に取り組みましたが、新企画の定着が遅れ売上

が低迷しました。なお、第 4 四半期から、農産品を中心に価格訴求を強化した企画を追加導入し、

売上高は回復基調にあります。 
また、下期より新情報システム（ＯＤＢＭＳ）を導入し、生産性の向上やローコストオペレーショ

ン実現に向けた取り組みを進めております。 
売上総利益面では、高い品質と低価格、高値入を実現した「トップバリュ」の拡販に努めるととも

に、効率的な商品調達による値入率の改善、在庫削減等に取り組んでまいりましたが、原材料高騰に

よる製品価格の上昇や異業種、異業態との競争激化などにより、売上総利益率は前期 23.8％から当

期 23.7％となり 0.1 ポイント低下しました。 
また、経費面では、節電システムの導入店舗拡大による電気使用量の削減等に取り組んでまいりま

したが、電気・ガス料金等の上昇の影響や新企画定着のための販売促進費の増加などにより、販売費

及び一般管理費率は前期 24.4％から当期 25.9％となり 1.5 ポイント増加しました。 
なお、減損会計適用による減損損失は、13 億 49 百万円を計上しております。 
 
以上の結果、誠に遺憾ながら、当期の業績は以下のとおり減収減益となりました。 

      営業収益      875 億 94 百万円（対前期比 96.9％） 
      営業利益          1 億 53 百万円（対前期比 11.1％） 
      経常利益         2 億 32 百万円（対前期比  15.2％） 
      税引前当期純損失      5 億 48 百万円（前期は 7 億 61 百万円の税引前当 

期純利益） 
      当期純損失       4 億 73 百万円（前期は 2 億 65 百万円の当期純利益） 
 
部門別の状況 
≪食品部門≫ 
  食品部門では、生鮮３グループとデリカグループの強化に努めてまいりました。水産グループやデ

リカグループでは、社員の午後出勤化などフレキシブルな働き方により、夕方の「できたて・つくり

たて」商品の提供に努めてまいりました。また、下期に新情報システムを導入し、お客さまの購買動

向に合せ商品の改廃や売場の拡縮等を機動的に対応できる仕組みづくりに取り組んでまいりました。

さらに、イオングループ開発商品の「トップバリュ」は、安全・安心への配慮や多様化するお客さま
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のご要望がより一層反映されており、お客さまにさらにご支持いただける品目の増加もあり、他社と

の差別化商品と位置づけ、拡販に努めてまいりました。 
しかしながら、先に述べたとおり販売促進企画の変更による新企画の定着が遅れ、売上が低迷いた

しました。 
 その結果、当部門の売上高は 806 億 76 百万円（対前期比 97.3％）となりました。 
 
≪非食品部門≫ 
 非食品部門では、食品部門と同様に「トップバリュ」の拡販を行ってまいりました。 
また、食品と同様新情報システムを導入しました。しかしながら、異業種、異業態との競争の影響も

あり厳しい状況が続いております。 
 その結果、当部門の売上高は 48 億 86 百万円（対前期比 90.1％）となりました。 
≪その他≫ 
不動産賃貸収入等は、20 億 30 百万円（対前期比 101.7％）となりました。 

 
（２）次期の見通し 
原油価格高騰や急激な円高による景気後退への懸念、各種の食品偽装問題や輸入冷凍餃子中毒事件

など、経営を取り巻く環境は一層厳しさを増してきております。さらに、1990 年を基準に 2008 年

から 2012 年の 5 年間に二酸化炭素排出削減量 6%の目標値達成を取り決めた「気候変動に関する国

際連合枠組条約の京都議定書」への対応など、企業の社会的責任がより大きくなっております。 
このような中、当社は昨年度スローガンのさらなる深耕を目指し、「お客さまにとって、当たり前

のことが当たり前にできるＤＮＡを確立しよう」と定め、次の施策に取り組み、業績の回復を目指し

てまいります。 

①基本の徹底とサービスの向上をさらに推進し、経営品質を高めてまいります。 

・ 「基本の徹底」をテーマに掲げ、経営品質を高めるためのチェックシステム「ＫＭＣ（ｷｰ・ﾏﾈ

ｼﾞﾒﾝﾄ・ﾁｪｯｸ）１００」に取り組み、現状の課題や完遂すべき業務について「見える化」を進

めてまいります。 

・ お客さまの利便性向上を目指したイオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」（ワオン）のホルダー率、

稼働率を高め、お客さまの利便性向上と固定客づくりに取り組んでまいります。 

・ セルフレジ導入によりレジでお待たせする時間を短縮させることでサービスの向上をはかる

とともに、生産性の向上を目指してまいります。 

②競争に打ち勝つ店舗力を構築します。 

・ 「冠デー」の一層の強化をはかります。「スーパーマックスデー・火曜市・お客さま感謝デー」

等を柱に、計画重視を基本的な考え方として、売上増大に努めてまいります。 

・ 農産品を中心とした単品大量訴求企画をはじめ、お買い上げ頻度の高い商品については、エブ

リデー・ロー・プライスをさらに推し進めてまいります。 

・ 地元商品選定会や生活カレンダー委員会等に一層取り組むとともに、地元行政や地場産業等さ

まざまな地域団体との連携を深め、地域産業として地元密着を強めてまいります。 

・ ディスカウント業態を立ち上げます。 

業態転換を推進し競争力を高め、ドミナントエリアの強化及び再構築をはかってまいります。 

・ エリア別の局地戦を勝ち抜くために、事業部制、スーパーバイザー制を導入し、より細かな単

位で店を支援する組織体制を構築してまいります。 

③収益構造の変革に取り組みます。 

・ 新情報システム適用範囲の拡大や運用を徹底し、発注作業の低減をはかります。また、店舗作

業の横断的オペレーションチームづくりや生鮮グループのアウトパック比率の拡大、加工食品

や非食品の陳列作業工程数等の削減を進め、ローコストオペレーション体制への変革に取り組

んでまいります。 

・ イオントップバリュ株式会社、イオン商品調達株式会社、イオングローバルＳＣＭ（ｻﾌﾟﾗｲ･ﾁｪ

ｰﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）株式会社等との連携を強化し、価値ある商品の効率的な商品調達により価格競争

力と値入改善を両立させ、売上総利益を確保してまいります。 

・ 不振店舗の活性化を進めるとともに、中小型店舗を中心として競争力が低下した店舗について

は積極的に閉鎖を進めてまいります。 

・ 廃棄ロス削減を強力に推進してまいります。 
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④安全・安心への取り組みを徹底してまいります。 

・ お客さまの命をお預かりしているという認識のもと、オールクオリティキーパー制度の機能を

充実させ、食品に関わる法令順守に取り組むとともに、コンプライアンス経営を一層推し進め

てまいります。 

⑤環境保全・社会貢献活動及び地域貢献活動をさらに推進します。 

・ 「イオン温暖化防止宣言」の推進をしてまいります。冷凍・冷蔵ケース内のＬＥＤ電球（発光

ダイオード）や人感センサーの設置、また照明調光システムや氷蓄熱装置等を新店または改装

時に導入し、ＣＯ₂削減等環境に配慮した店づくりに取り組んでまいります。加えて、電気使

用量の「見える化」を推進する装置の導入店舗を拡大してまいります。 

・ お客さまとともに実施する買物袋持参運動、トレー回収等へのご協力呼びかけや日本海沿岸の

「秋田下浜海岸植樹」等の植樹活動への支援を積極的に行ってまいります。 

・ 災害時に必要な物資を支援する「災害時等緊急事態における必要物資の供給協力に関する協

定」の締結を各自治体とさらに進めてまいります。 

⑥商人マインドの醸成をはかります。 

・ おもてなしの「心」や「気づき」を醸成してまいります。 

・ 接客訓練セミナーや技術検定制度に加え、調理方法・食べ方等についてお客さまのご要望に沿

ったアドバイスができる「アドバイザー認定制度」を水産、リカー、グリナリー部門に導入し、

従業員教育をさらに推進してまいります。これにより、幅広い種類の商品を取り扱う大型店に

は、調理の方法やおいしい食べ方などを提案するアドバイザーの配置を行ってまいります。 

・ お客さまにご満足いただくことで私たちの仕事は完結するということをさらに強く認識し、

「美味しさ」「豊富な商品知識」「商品化技術」「親切な応対」に取り組みます。お客さま満

足の実現をはかることにより、企業価値の増大そして従業員満足を実現してまいります。 

⑦内部統制システムの整備充実をはかります。 

・ 2006年度に取締役会決議をした内部統制システムの整備・構築をさらに進め、2009年度より

適用される「内部統制報告制度」への対応をはかり、信頼性の高い企業の基盤づくりに努めて

まいります。 
 
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960億円（対前期比109.6％）、

営業利益９億 60 百万円（対前期比 624.5％）、経常利益９億 60 百万円(対前期比 413.2％)、当期純利

益１億 60 百万円（前期は４億 73 百万円の当期純損失）を計上する見込みです。 

なお、2008年２月期は無配となり、株主の皆さまには多大なご迷惑をおかけいたしましたが、2009

年２月期の配当金につきましては、全社一丸となって収益構造及び財務体質の改善に努め、1株につ

き５円の配当をさせていただく計画であります。 
 

２．財政状態に関する分析 

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ２億 53 百万円減少し、

当期末の資金残高は、７億 95 百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、２億 77 百万円の収入（対前期比 13 億 40 百万円減少）と

なりました。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）  
当期は４店舗の新規開設及び５店舗の改装を行い、その結果、投資活動による支出は 20 億 38 百万

円（対前期比３億円減少）となりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動による収入は、15 億 7 百万円（対前期比 10 億 60 百万円増加）となりました。 
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【キャッシュ・フロー関連指標の推移】 
 第 34 期 

2006 年２月期

第 35 期 

2007 年２月期

第 36 期 

2008 年２月期 

自己資本比率 22.7％ 20.3％ 14.9％ 

時価ベースの自己資本比率 46.0％ 43.3％ 33.9％ 

債務償還年数 ― 4.5 年 32.3 年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― 28.4 3.1 

自己資本比率：純資産／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。 
※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しており、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払っている全ての負債を対象としております。 
 なお、第 34 期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フロー

がマイナスのため記載しておりません。 
 

３．利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主の皆さまへの安定した利益還元を継続して実施することを経営の重要政策として位置

づけ、内部留保の充実と財務体質の強化を勘案しつつ、株主の皆さまに長期的かつ安定的な利益還元

を心がけてまいりたいと考えております。 
なお内部留保金につきましては、店舗の新設及び増床・改装、経営体質の一層の充実を図るための

インフラ整備（ＩＴ）等の投資及び将来への人材育成のための教育投資に活用し、業容拡大と事業基

盤の強化に努め、配当性向も勘案しながら株主の皆さまのご期待に応えてまいります。 
しかしながら、2008 年２月期は販売促進企画を大幅に変更し収益構造の変革に取り組みましたが、

その定着の遅れと異業種、異業態との競争や不安定な社会情勢などにより、業績が大きく落ち込み、

株主の皆さまには多大なご迷惑をおかけいたしますが無配とさせていただきます。 

なお、2009 年２月期の配当金につきましては、上記記載のとおり 1株につき５円の配当をさせて

いただく計画であります。 

 

２.企業集団の状況 
 近の有価証券報告書(2007 年５月 11 日提出)における「事業系統図(事業の内容)」及び「関係会

社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

３.経営方針 
 2007年２月期決算短信(2007年４月４日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため

開示を省略しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 (当社ホームページ) 

 http://www.mv-tohoku.co.jp/ 

  (東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

 
前事業年度 

（2007年２月20日） 
当事業年度 

（2008年２月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  1,049,171  795,626

２．売掛金  394,533  411,021

３．商品  2,109,165  2,245,722

４．貯蔵品  20,122  18,170

５．前払費用  83,142  104,383

６．繰延税金資産  158,085  134,947

７．未収入金  649,770  557,506

８．その他  207,562  221,209

貸倒引当金  △2,299  △2,014

流動資産合計  4,669,254 16.6  4,486,573 15.8

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1) 建物  14,442,809 15,004,332 

減価償却累計額  6,607,603 7,835,205 6,252,634 8,751,697

(2) 構築物  2,737,249 3,053,703 

減価償却累計額  1,459,008 1,278,241 1,555,807 1,497,896

(3) 器具備品  871,103 873,229 

減価償却累計額  585,319 285,784 586,754 286,475

(4) 土地  5,641,469  5,623,911

(5) 建設仮勘定  1,776,616  1,740,069

有形固定資産合計  16,817,317 59.6  17,900,050 63.0

２．無形固定資産   

(1) ソフトウェア  6,854  4,012

(2) その他  37,573  35,419

無形固定資産合計  44,427 0.2  39,432 0.1
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前事業年度 

（2007年２月20日） 
当事業年度 

（2008年２月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

３．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  2,501,953  1,146,391

(2) 出資金  3,998  2,721

(3) 長期前払費用  756,741  790,697

(4) 繰延税金資産  894,650  1,636,994

(5) 差入保証金 ※１ 2,252,471  2,271,529

(6) その他  250,972  158,360

投資その他の資産合
計 

 6,660,787 23.6  6,006,693 21.1

固定資産合計  23,522,532 83.4  23,946,176 84.2

資産合計  28,191,787 100.0  28,432,749 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金 ※２ 6,797,664  6,575,383

２．短期借入金  2,700,000  4,020,000

３. 一年以内返済予定長期
借入金 

 1,005,600  1,275,200

４．未払金 ※２ 914,031  1,019,848

５．未払費用  1,113,103  1,084,788

６．未払法人税等  353,298  104,919

７．未払消費税等  113,824  －

８．預り金  235,871  211,176

９．賞与引当金  132,063  123,578

10．役員賞与引当金  8,025  5,004

11．閉店損失引当金  31,677  94,313

12. 設備支払手形  2,027,730  2,358,022

13．その他  287,952  319,918

流動負債合計  15,720,843 55.8  17,192,153 60.5
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前事業年度 

（2007年２月20日） 
当事業年度 

（2008年２月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  3,514,200  3,671,600

２．退職給付引当金  247,680  326,204

３．役員退職慰労引当金  73,858  －

４．閉店損失引当金  43,700  43,700

５．預り保証金  2,048,053  2,073,016

６．リース資産減損勘定  735,573  758,556

７．その他  69,991  135,735

固定負債合計  6,733,057 23.9  7,008,813 24.6

負債合計  22,453,901 79.7  24,200,967 85.1

   

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金 1,335,000 4.7  1,335,000 4.7

２．資本剰余金  

(1) 資本準備金 1,812,645 1,812,645 

資本剰余金合計 1,812,645 6.4  1,812,645 6.4

３．利益剰余金  

(1) 利益準備金 338,521 338,521 

(2) その他利益剰余金  

固定資産圧縮積立金 144,668 141,344 

別途積立金 550,000 550,000 

繰越利益剰余金 601,849 △108,390 

利益剰余金合計 1,635,038 5.8  921,475 3.2

４．自己株式 △6,559 △0.0  △6,700 △0.0

株主資本合計 4,776,124 16.9  4,062,419 14.3

Ⅱ 評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額
金 

961,761 3.4  169,362 0.6

評価・換算差額等合計 961,761 3.4  169,362 0.6

純資産合計 5,737,886 20.3  4,231,782 14.9

負債純資産合計 28,191,787 100.0  28,432,749 100.0
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②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  88,353,980 100.0  85,563,427 100.0

Ⅱ 売上原価    

１．商品期首たな卸高  2,313,589 2,109,165  

２．当期商品仕入高  67,193,273 65,456,402  

合計  69,506,862 67,565,568  

３．他勘定振替高 ※１ 44,681 50,276  

４．商品期末たな卸高  2,109,165 67,353,016 76.2 2,245,722 65,269,569 76.3

売上総利益  21,000,964 23.8  20,293,858 23.7

Ⅲ その他営業収入    

１．不動産賃貸収入  1,645,831 1,743,850  

２．販売受入手数料  351,662 1,997,493 2.2 286,960 2,030,810 2.4

営業総利益  22,998,457 26.0  22,324,669 26.1

Ⅳ 販売費及び一般管理費    

１．広告宣伝費  712,433 774,963  

２．役員報酬・給与賞与  8,815,313 9,054,843  

３．賞与引当金繰入額  132,063 123,578  

４．役員賞与引当金繰入額  8,025 5,004  

５．退職給付費用  196,764 190,387  

６．役員退職慰労引当金繰入額  12,472 1,741  

７．法定福利厚生費  1,255,982 1,314,894  

８．通信交通費  279,261 293,350  

９．水道光熱費  2,308,411 2,313,079  

10．備品消耗品費  1,164,919 1,300,177  

11．地代家賃  2,450,958 2,440,186  

12．リース料  983,830 939,146  

13．修繕維持費  1,429,079 1,444,836  

14．減価償却費  1,012,613 1,046,422  

15．租税公課  273,983 289,126  

16．その他  577,531 21,613,642 24.4 639,200 22,170,940 25.9

営業利益  1,384,814 1.6  153,728 0.2
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前事業年度 

（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅴ 営業外収益    

１．受取利息  5,691 6,661  

２．受取配当金  36,805 43,043  

３．債務勘定整理益  39,785 44,919  

４．テナント解約違約金受入益  3,712 43,745  

５．出店協力金受贈益  20,788 2,627  

６．補助金収入  96,549 104,191  

７．その他  9,268 212,600 0.2 9,325 254,513 0.3

Ⅵ 営業外費用    

１．支払利息  64,360 93,422  

２. 地代家賃  － 78,107  

３．その他  6,158 70,518 0.1 4,373 175,902 0.2

経常利益  1,526,896 1.7  232,339 0.3

Ⅶ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※２ 1,876 2,500  

２．投資有価証券売却益 ※５ 60,000 738,182  

３．転貸契約精算益  － 48,600  

４．前期損益修正益  17,567 －  

５．貸倒引当金戻入益  338 285  

６．その他  4,538 84,320 0.1 － 789,567 0.9

Ⅷ 特別損失    

１．固定資産除売却損 ※３ 17,421 2,436  

２．店舗閉店関連損失  57,681 150,434  

３．減損損失 ※４ 704,830 1,349,477  

４．閉店損失引当金繰入額  31,677 64,139  

５．その他  37,754 849,365 0.9 4,034 1,570,522 1.8

税引前当期純利益又は税引
前当期純損失（△） 

 761,852 0.9  △548,615 △0.6

法人税、住民税及び事業税  495,037 123,041  

過年度法人税等  117,823 －  

法人税等調整額  △116,489 496,370 0.6 △197,955 △74,914 △0.1

当期純利益又は当期純損失
（△） 

 265,481 0.3  △473,701 △0.5
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③【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（2006年２月21日から2007年２月20日まで） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金
合計 

利益準備金
固定資産 
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益   
剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

2006年２月20日残高 
（千円）

1,335,000 1,812,645 1,812,645 338,521 151,315 2,950,000 △1,824,761 1,615,075 △6,254 4,756,466

事業年度中の変動額    

固定資産圧縮積立金の取
崩（注） 

  △6,647 6,647 ― ―

別途積立金の取崩   △2,400,000 2,400,000 ― ―

剰余金の配当   △239,868 △239,868 △239,868

利益処分による役員賞与   △5,650 △5,650 △5,650

当期純利益   265,481 265,481 265,481

自己株式の取得    △304 △304

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）

― ― ― ― △6,647 △2,400,000 2,426,610 19,963 △304 19,658

2007年２月20日残高 
（千円）

1,335,000 1,812,645 1,812,645 338,521 144,668 550,000 601,849 1,635,038 △6,559 4,776,124

    

 
評価・換算差額等 

 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２月20日残高 
（千円）

1,273,844 1,273,844 6,030,310

事業年度中の変動額    

固定資産圧縮積立金の取
崩（注） 

  ―

別途積立金の取崩   ―

剰余金の配当   △239,868

利益処分による役員賞与   △5,650

当期純利益   265,481

自己株式の取得   △304

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額） 

△312,083 △312,083 △312,083

事業年度中の変動額合計 
（千円）

△312,083 △312,083 △292,425

2007年２月20日残高 
（千円）

961,761 961,761 5,737,886

   

（注）固定資産圧縮積立金の取崩項目は次の通りです。 

        ①2006 年 5 月 10 日定時株主総会決議に基づく固定資産圧縮積立金の取崩額 3,323 千円                         

     ②当事業年度に係る固定資産圧縮積立金の取崩額             3,323千円 
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当事業年度（2007年２月21日から2008年２月20日まで） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金
合計 

利益準備金
固定資産 
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益  
剰余金 

利益剰余金
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

2007年２月20日残高 
（千円）

1,335,000 1,812,645 1,812,645 338,521 144,668 550,000 601,849 1,635,038 △6,559 4,776,124

事業年度中の変動額    

固定資産圧縮積立金の取
崩 

  △3,323 3,323 ― ―

剰余金の配当   △239,862 △239,862 △239,862

当期純損失   △473,701 △473,701 △473,701

自己株式の取得    △141 △141

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）

― ― ― ― △3,323 ― △710,239 △713,563 △141 △713,704

2008年２月20日残高 
（千円）

1,335,000 1,812,645 1,812,645 338,521 141,344 550,000 △108,390 921,475 △6,700 4,062,419

    

 

評価・換算差額等 

 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

2007年２月20日残高 
（千円）

961,761 961,761 5,737,886

事業年度中の変動額    

固定資産圧縮積立金の取
崩 

  ―

剰余金の配当   △239,862

当期純損失   △473,701

自己株式の取得   △141

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額） 

△792,399 △792,399 △792,399

事業年度中の変動額合計 
（千円）

△792,399 △792,399 △1,506,103

2008年２月20日残高 
（千円）

169,362 169,362 4,231,782
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④【キャッシュ・フロー計算書】 

  
前事業年度 

（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益又は税引前当期
純損失（△） 

 761,852 △548,615 

減価償却費  1,012,613 1,046,422 

減損損失  591,247 1,023,859 

貸倒引当金の減少額  △338 △285 

賞与引当金の増加額又は減少額
（△） 

 42,365 △8,485 

役員賞与引当金の増加額又は減少
額（△） 

 8,025 △3,020 

閉店損失引当金の増加額  31,677 62,636 

退職給付引当金の増加額  117,165 78,523 

役員退職慰労引当金の増加額又は
減少額（△） 

 9,782 △4,490 

受取利息及び受取配当金  △42,496 △49,704 

支払利息  64,360 93,422 

有形固定資産売却益  △1,876 △2,500 

有形固定資産除売却損  16,707 2,315 

投資有価証券売却益  △60,000 △738,182 

その他の収益  △131,667 △203,635 

その他の費用  36,299 8,822 

売上債権の増加額  △34,628 △16,488 

たな卸資産の増加額（△）又は減
少額 

 204,473 △134,605 

仕入債務の減少額  △286,946 △222,281 

未払金の増加額又は減少額（△）  △34,297 182,710 

未払消費税等の減少額  △32,264 △113,824 

その他資産の増加額  7,598 59,750 

その他負債の減少額  △206,357 △40,365 

小計  2,073,295 471,980 
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前事業年度 

（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受取額  37,695 45,042 

利息の支払額  △57,028 △89,000 

その他の営業活動による収入  131,667 159,889 

その他の営業活動による支出  △20,004 △3,953 

法人税等の支払額  △547,413 △367,668 

法人税等の還付額  － 61,071 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,618,211 277,361 

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  △2,258,379 △2,652,840 

有形固定資産の売却による収入  93,867 13,201 

投資有価証券売却による収入  63,000 778,355 

差入保証金の預入による支出  △176,824 △75,519 

差入保証金の回収による収入  120,511 81,205 

預り保証金の受入による収入  121,791 259,410 

預り保証金の返済による支出  △123,967 △163,081 

その他の投資活動による支出  △178,829 △278,946 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,338,830 △2,038,215 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加額  985,000 1,320,000 

長期借入金による収入  1,500,000 1,500,000 

長期借入金の返済による支出  △1,798,000 △1,073,000 

配当金の支払額  △239,868 △239,549 

その他の財務活動による支出  △304 △141 

財務活動によるキャッシュ・フロー  446,827 1,507,308 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △273,792 △253,545 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,322,964 1,049,171 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,049,171 795,626 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

(1）その他有価証券 (1）その他有価証券 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 ・時価のあるもの ・時価のあるもの 

  決算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） 

同左 

 ・時価のないもの ・時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 

(1）商品 (1）商品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  「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 

同左 

 (2）貯蔵品 (2）貯蔵品 

 終仕入原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法  経済的耐用年数に基づく定額法 

 各資産別の経済的耐用年数として以

下の年数を採用しております。 

 経済的耐用年数に基づく定額法 

 各資産別の経済的耐用年数として以

下の年数を採用しております。 

 
 
建物  

（営業店舗） 20年～39年 

（事務所） 38年～50年 

（建物附属設備） ３年～18年 

構築物 ５年～39年 

器具備品 ２年～20年 
  

建物  

（営業店舗） 20年～39年 

（事務所） 38年～50年 

（建物附属設備） ３年～18年 

構築物 ５年～39年 

器具備品 ３年～20年 
 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法 

 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 

同左 

 (3）長期前払費用 (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 

借地権…… 同左 

 その他……定額法（償却年数は主と

して５年） 

その他…… 同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  売上債権等の貸倒れによる損失に備

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。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当事業年度に

負担する金額を計上しております。 

同左 

 (3）役員賞与引当金 (3）役員賞与引当金 

   役員に対して支給する賞与の支給に

備えるため、支給見込額のうち当事業

年度に負担する金額を計上しておりま

す。 

同左 

 (4）退職給付引当金 (4）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当事業年度

末において発生していると認められる

額を計上しております。なお、数理計

算上の差異はその発生時の従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年数（10年）

による定額法により翌事業年度から費

用処理することとしております。 

同左 

 (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

────── 

 

 

（追加情報） 

 従来、役員に対する退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づく期末要

支給額を役員退職慰労引当金として計

上しておりましたが、2007年５月９日

の定時株主総会において、役員退職慰

労金制度の廃止を決議するとともに、

役員の退任時に在任期間に応じた退職

慰労金を支給することを決議いたしま

した。これに伴い役員退職慰労金相当

額71,160千円を固定負債の「その他」

として計上しております。 

 (6）閉店損失引当金 (6）閉店損失引当金 

  店舗閉店に伴い発生する損失に備え

るため、店舗閉店により合理的に見込

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。 

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 
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項目 
前事業年度 

（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

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

としております。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 税抜方式を採用しております。 同左 

 

会計処理の変更 

前事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しており

ます。 

 これにより、従来の方法と比較して、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益は、それぞれ8,025千円減少し

ております。 

────── 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月9

日）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」（企業会計基準適用指針第８号 平

成17年12月9日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、純資産の部

の合計金額と同額であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

────── 
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追加情報 

前事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

────── 

 

（閉鎖店舗に係る地代家賃の計上区分変更） 

従来、閉鎖店舗に係る地代家賃について、販売費及び

一般管理費として計上しておりましたが、当事業年度か

ら営業外費用として計上する方法に変更いたしました。

この変更は、当事業年度に入り、店舗閉鎖後における

賃借土地の契約解除までの期間、あるいは、他のテナン

トに転貸を行うまでの期間の長期化が当下半期に顕在化

し、当該閉鎖店舗に係る地代家賃の重要性が高まったこ

とを機に、より実態を示す計上区分に変更するものであ

ります。 

この変更に伴い、従来の方法に比較して営業利益は

78,107千円多く計上されており、経常利益及び税引前当

期純損失への影響はありません。 

なお、当下期に店舗閉鎖後における賃貸土地の契約解

除までの期間、あるいは、他のテナントに転貸を行うま

での期間の長期化傾向が顕著になってきたことから、当

下期より変更することとしました。 

 そのため、当中間会計期間は従来の方法によっており、

変更後の方法によった場合に比べて、営業利益は36,472

千円少なく計上されており、経常利益及び税引前中間純

損失に影響はありません。 

 
注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（2007年２月20日） 

当事業年度 
（2008年２月20日） 

※１ 担保提供資産及び対応する債務 ※１ 担保提供資産及び対応する債務 
 

差入保証金 25,000千円
  

 
差入保証金 25,000千円

  
株式会社ダイハンの不動産賃借債務の担保に供して

いるものであります。 

株式会社ダイハンの不動産賃借債務の担保に供して

いるものであります。 

※２ 関係会社に対する主な負債 ※２ 関係会社に対する主な負債 
 

買掛金 199,405千円

未払金 370,220千円
  

 
買掛金 296,678千円

未払金 427,810千円
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

※１ 他勘定振替高の主な内容 ※１ 他勘定振替高の主な内容 
 

販売費及び一般管理費振替高 44,681千円
  

 
販売費及び一般管理費振替高 50,276千円

  
※２ 固定資産売却益の主な内容 ※２ 固定資産売却益の主な内容 

 山形県西村山郡大江町と秋田県仙北郡美郷町の建

物、器具備品を売却したことによるものです。 

 内訳は次のとおりであります。 

 山形県米沢市の建物を売却したことによるもので

す。 

 内訳は次のとおりであります。  
建物 1,476 千円

器具備品 400 千円

   合計 1,876 千円
  

 
建物 2,500 千円

   合計 2,500 千円
  

※３ 固定資産除売却損の主な内容 ※３ 固定資産除売却損の主な内容 

 固定資産の除却損は店舗改装等によるものであ

り、内訳は次のとおりであります。 

 固定資産の除却損は店舗改装等によるものであ

り、内訳は次のとおりであります。 
 

建物 12,400 千円

構築物 540 千円

器具備品 3,766 千円

長期前払費用 714 千円

合計 17,421 千円

  

 
器具備品 2,315 千円

長期前払費用 121 千円

合計 2,436 千円

  

※４ 減損損失 ※４ 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。 

 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 (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 店舗等の数 
金額 

（千円）

店舗 
土地及び建
物等 

青森県 
(弘前市他) 

2 115,499

店舗等 
土地及び建
物等 

秋田県 
(大館市他) 

8 512,205

店舗等 
土地及び建
物等 

山形県 
(山形市他) 

3 77,125

合計   13 704,830

  

 
用途 種類 場所 店舗等の数 

金額 
（千円）

店舗等
土地及び建
物等 

青森県 
(青森市他) 

5 288,121

店舗等
土地及び建
物等 

秋田県 
(秋田市他) 

12 676,803

店舗
土地及び建
物等 

山形県 
(酒田市他) 

10 384,552

合計   27 1,349,477
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前事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

(2）減損損失の認識に至った経緯 (2）減損損失の認識に至った経緯 

 店舗の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。 

同左 

(3）減損損失の金額 (3）減損損失の金額 
 

種類 金額（千円） 

建物 448,882

構築物 65,543

器具備品 24,392

リース資産 113,582

その他(注） 52,428

合計 704,830

  

 

種類 金額（千円） 

建物 749,344

構築物 97,207

器具備品 33,407

リース資産 325,618

土地 37,083

その他(注） 106,817

合計 1,349,477

  
 （注） その他には、建設仮勘定、無形固定資産及び

長期前払費用を含んでおります。 
 （注） その他には、建設仮勘定、無形固定資産及び

長期前払費用を含んでおります。 
(4）資産のグルーピング方法 (4）資産のグルーピング方法 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す 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

件毎にグルーピングしております。 

同左 

(5）回収可能価額の算定方法 (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、土地については重要性が乏し

いため固定資産税評価額等を基に算定した金額に

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9.4％で割り引いて算定してお

ります。 

 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、土地については重要性が乏し

いため固定資産税評価額等を基に算定した金額に

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11.9 ％で割り引いて算定して

おります。 

※５ 関係会社に対する主な取引 ※５ 関係会社に対する主な取引 
────── 投資有価証券売却益     738,182 千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（2006年２月21日から2007年２月20日まで） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度株式数
（株） 

発行済株式     

 普通株式 12,000,000 ― ― 12,000,000 

合 計 12,000,000 ― ― 12,000,000 

自己株式     

 普通株式 （注） 6,600 300 ― 6,900 

合 計 6,600 300 ― 6,900 

（注） 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

３．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５月10日 
定時株主総会 

普通株式 239,868 20 2006年２月20日 2006年５月11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） 

配当の原資
１株当たり 

 配当額（円）
基準日 効力発生日 

2007年５月９日 
定時株主総会 

普通株式 239,862 利益剰余金 20 2007年２月20日 2007年５月10日

 
当事業年度（2007 年２月 21 日から 2008 年２月 20 日まで） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

 当事業年度株式数
（株） 

発行済株式     

 普通株式 12,000,000 ― ― 12,000,000 

合 計 12,000,000 ― ― 12,000,000 

自己株式     

 普通株式 （注） 6,900 142 ― 7,042 

合 計 6,900 142 ― 7,042 

 （注） 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 
 

３．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 

2007年５月９日 
定時株主総会 

普通株式 239,862 20 2007年２月20日 2007年５月10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 

      該当事項はありません。 

 
（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（2007年２月20日現在） （2008年２月20日現在）
 

現金及び預金 1,049,171千円

現金及び現金同等物 1,049,171千円
  

 
現金及び預金 795,626千円

現金及び現金同等物 795,626千円
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

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

(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 3,920,419 1,296,383 942,399 1,681,636

器具
備品 

5,107,757 2,464,628 484,977 2,158,151

その
他 

5,428 1,809 － 3,618

計 9,033,605 3,762,821 1,427,376 3,843,407

  

 

 
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 4,663,083 1,471,770 1,085,671 2,105,641

器具
備品

4,432,305 2,161,093 347,926 1,923,285

その
他 

23,514 5,980 － 17,533

計 9,118,903 3,638,845 1,433,597 4,046,460

  
(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 

(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 1,160,704 千円

 １年超 4,026,450 千円

 計 5,187,155 千円

リース資産減損勘定の残高 927,113 千円

  

 

 １年内 1,133,767 千円

 １年超 4,367,924 千円

 計 5,501,691 千円

リース資産減損勘定の残高 977,093 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 
(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 1,405,537千円

リース資産減損勘定の
取崩額 

227,215千円

減価償却費相当額 983,618千円
支払利息相当額 208,677千円
減損損失 113,582千円

  

 
支払リース料 1,361,118千円

リース資産減損勘定の
取崩額 

275,638千円

減価償却費相当額 876,217千円
支払利息相当額 220,449千円
減損損失 325,618千円

  
(4）減価償却費相当額の算定方法 (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、残存価格を零とする定
額法によっております。 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 (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格相当額との
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。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 
(1）賃借物件 (1）賃借物件 

未経過リース料 未経過リース料 

 
１年内 672,349千円
１年超 2,344,754千円

計 3,017,104千円
  

 
１年内 499,102千円
１年超 2,351,796千円

計 2,850,899千円
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度（2007年２月20日） 当事業年度（2008年２月20日） 

 種類 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表  

計上額（千円）

差額 

（千円）

取得原価 

（千円） 

貸借対照表 

計上額（千円） 

差額 

（千円） 

(1）株式 806,253 2,376,578 1,570,324 746,084 1,004,969 258,884

(2）債券 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 

小計 806,253 2,376,578 1,570,324 746,084 1,004,969 258,884

(1）株式 ― ― ― 19,995 17,787 △2,208

(2）債券 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 
― ― ― ― ― ― 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

小計 ― ― ― 19,995 17,787 △2,208

合計 806,253 2,376,578 1,570,324 766,080 1,022,756 256,675

 
２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

前事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

売却額 
（千円） 

売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

売却額 
（千円） 

売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

63,000 60,000 ― 778,580 738,182 ―

 
３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前事業年度（2007年２月20日） 当事業年度（2008年２月20日） 
種類 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 125,375 123,635 

 
（デリバティブ取引関係） 

前事業年度(2006 年 2 月 21 日から 2007 年 2 月 20 日まで) 

期末残高がないため、該当事項はありません。 

当事業年度(2007 年 2 月 21 日から 2008 年 2 月 20 日まで) 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

前事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

１．採用している退職給付制度の概要 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企業年金

基金制度並びに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。 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 
 

退職給付債務 △1,658,961千円

年金資産 1,059,019千円

未積立退職給付債務 △599,942千円

未認識数理計算上の差異 352,261千円

退職給付引当金 △247,680千円
  

 
退職給付債務 △1,771,366千円

年金資産 1,088,048千円

未積立退職給付債務 △683,317千円

未認識数理計算上の差異 357,112千円

退職給付引当金 △326,204千円
  

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 
 

勤務費用 57,120千円

利息費用 42,485千円

期待運用収益 △25,895千円

数理計算上の差異の費用処理額 72,826千円

その他（注） 50,227千円

退職給付費用 196,764千円
  

 
勤務費用 53,953千円

利息費用 39,815千円

期待運用収益 △20,333千円

数理計算上の差異の費用処理額 63,466千円

その他（注） 53,485千円

退職給付費用 190,387千円
  

 （注） 確定拠出年金の掛金支払額及び退職金前払制

度による従業員に対する前払退職金支給額で

あります。 

 （注） 確定拠出年金の掛金支払額及び退職金前払制

度による従業員に対する前払退職金支給額で

あります。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 

割引率   2.40％ 

期待運用収益率   2.31％ 

退職給付見込額の期間配
分方法 

期間定額基準 

数理計算上の差異の処理
年数 

発生翌事業年度より10年

  

 
割引率   2.40％ 

期待運用収益率   1.92％ 

退職給付見込額の期間配
分方法 

期間定額基準 

数理計算上の差異の処理
年数 

発生翌事業年度より10年
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

(1）流動の部 (1）流動の部 
 

繰延税金資産 

未払費用 70,814千円

未払事業税 29,924千円

賞与引当金 53,089千円

閉店損失引当金 12,734千円

その他 5,455千円

繰延税金資産合計 172,017千円

 

繰延税金負債 

未収還付事業税 13,932千円

繰延税金負債合計 13,932千円

繰延税金資産の純額 158,085千円
  

 
繰延税金資産 

未払費用 39,166千円

未払事業税 3,333千円

賞与引当金 49,678千円

閉店損失引当金 37,914千円

その他 4,855千円

繰延税金資産合計 134,947千円

 
  

(2）固定の部 (2）固定の部 
 

繰延税金資産 

有形固定資産 1,221,181千円

リース資産 372,699千円

投資有価証券 22,707千円

長期前払費用 203,187千円

退職給付引当金 99,567千円

役員退職慰労引当金 29,691千円

閉店損失引当金 17,567千円

その他 10,570千円

評価性引当額 △376,707千円

繰延税金資産合計 1,600,465千円

 

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 97,251千円

その他有価証券評価差額金 608,563千円

繰延税金負債合計 705,815千円

繰延税金資産の純額 894,650千円
  

 
繰延税金資産 

有形固定資産 1,431,306千円

リース資産 392,791千円

投資有価証券 23,406千円

長期前払費用 225,141千円

退職給付引当金 131,141千円

閉店損失引当金 17,567千円

その他 34,908千円

評価性引当額 △436,931千円

繰延税金資産合計 1,819,325千円

 

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 95,017千円

その他有価証券評価差額金 87,313千円

繰延税金負債合計 182,331千円

繰延税金資産の純額 1,636,994千円
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 
 

法定実効税率 40.2%

（調整） 

交際費等一時差異ではない項目 0.1%

住民税均等割 8.7%

評価性引当額の増加 0.7%

過年度法人税等 15.5%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 65.2%
  

 
法定実効税率 △40.2%

（調整） 

交際費等一時差異ではない項目 0.9%

住民税均等割 13.1%

評価性引当額の増加 11.0%

その他 1.5%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △13.7%
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（ストック・オプション等関係） 
前事業年度（2006 年２月 21 日から 2007 年２月 20 日まで） 
該当事項はありません。 

 
当事業年度（2007 年２月 21 日から 2008 年２月 20 日まで） 
該当事項はありません。 

 
（持分法損益等） 
前事業年度（2006 年２月 21 日から 2007 年２月 20 日まで） 
該当事項はありません。 

 
当事業年度（2007 年２月 21 日から 2008 年２月 20 日まで） 
該当事項はありません。 

 
【関連当事者との取引】 
前事業年度（2006 年２月 21 日から 2007 年２月 20 日まで） 
（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 
（百万円） 

事業の内
容 

議決権等の被
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）

買掛金 199,405

親会社 
イオン株
式会社 

千葉市 
美浜区 

198,791 
総合小売
業 

 
直接67.38

間接1.70

計69.08
  

兼任
1名 

商品仕入 
電子計算処
理業務委託
等 

商品供給
他 

3,165,011 

未払金 370,220

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

同社からの商品購入及び同社に対する業務委託については、一般的な取引価格を参考に決定しております。 
 
（２）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 
（百万円） 

事業の内
容 

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 

7,459,318 売掛金 299,737
親会社の
子会社 

イオンク
レジット
サービス
株式会社
（注）2 

東京都 
千代田
区 

15,466 
金融サー
ビス業 

(被所有) 0.1
(所有) 0.3 ― 

クレジッ
ト業務委
託 クレジット

手数料 
73,013 未払金 3,244

有価証券の
売却 

   

売却代金 63,000 ― ― 
親会社の
子会社 

イオンデ
ィライト
株式会社 
（注）３ 

大阪市 
中央区 

3,238 
ビルメン
テナンス
業 

(被所有) 0.1
(所有) ―

― 
メンテナ
ンス業務
委託 

売却益 60,000 ― ― 

（注）１．上記の金額のうち、クレジット手数料の取引金額には消費税等は含まれておらず、その他は消費税等が含

まれております。 
２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

一般的な取引条件を参考に決定しております。 
３．有価証券の売却価格は、第三者機関の評価に基づき算定された価格を参考に決定しております。 
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当事業年度（2007 年２月 21 日から 2008 年２月 20 日まで） 
（1）親会社及び法人主要株主等 

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

同社からの商品購入及び同社に対する業務委託については、一般的な取引価格を参考に決定しております。 
３．有価証券の売却価格は、取引直近日の東京証券取引所の終値よりに決定しており、支払条件は一括現金払 

いであります。 
  

（２）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 

（百万円） 

事業の内

容 

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 
8,120,714 売掛金 293,160

 

親会社の

子会社 
イオンク

レジット

サービス 

株式会社 

東京都 

千代田区 
15,466 

金融サー

ビス業 

（所有） 

直接 0.0 

(被所有) 

直接 0.1 

 

― 

クレジ

ット業

務委託 クレジット

手数料 
74,314 未払金 3,182

（注）１．上記の金額のうち、クレジット手数料の取引金額には消費税等は含まれておらず、その他は消費税等が含

まれております。 
２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

一般的な取引条件を参考に決定しております。 
 

（企業結合等関係） 
前事業年度（2006 年２月 21 日から 2007 年２月 20 日まで） 

該当事項はありません。 
 
当事業年度（2007 年２月 21 日から 2008 年２月 20 日まで） 

該当事項はありません。 
 

関係内容 

属性 
会社等

の名称 
住所 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内

容 
議決権等の

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）

買掛金 296,678
直接 67.38

間接 1.70 

計   69.08  

商品供給他 3,872,790 

未払金 427,810

 
有価証券の

売却 
      

 売却代金 778,580  －  － 

親会社 
イオン 

株式会社 

千葉市 

美浜区 
199,054 

総合小売

業 

 

― 

商品仕入

電子計算

処理業務

委託等 

売却益 738,182  －  － 



 マックスバリュ東北㈱(2655)  2008 年２月期決算短信(非連結) 

－  － 
 
 

30 

（１株当たり情報） 

項目 
前事業年度 

（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

１株当たり純資産額 478円43銭 352円86銭 

１株当たり当期純利益又は１株当たり当
期純損失（△） 

22円14銭 △39円50銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

同左 

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

 
前事業年度 

（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 265,481 △473,701 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 

  

265,481 

 

△473,701 

期中平均株式数（株） 11,993,208 11,993,019 
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（重要な後発事象） 
前事業年度 

（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

 2007年５月９日第35期定時株主総会において、取締役

の報酬の一部として金銭による報酬とは別に、株式報酬

型ストック・オプション公正価値分として年額30,000千

円以内とすること及び付与する新株予約権の内容を決議

しました。その概要は次のとおりであります。 

────── 

１．決議年月日  

2007年５月９日  

２．付与対象者の区分及び対象人数  

当社取締役９名  

３．新株予約権の目的となる株式の種類  

普通株式  

４．株式の数（株）  

25,000株を１年の上限とする（注）１  

５．新株予約権の行使時の払込金額  

（注）２  

６．新株予約権の行使期間  

各新株予約権の発行日より１箇月経過した日から15

年とする。 

なお、各新株予約権の発行日は毎年４月21日とする。

 

７．新株予約権の行使条件  

① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時に

おいても当社の取締役または監査役の地位にある

ことを要する。 

ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合

であっても、 退任日から５年以内に限って権利行

使ができるものとする。 

 

② 新株予約権については、その数の全数につき一括

して行使することとし、これを分割して行使する

ことはできないものとする。 

 

８．新株予約権の譲渡に関する事項  

新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供するこ

とはできない。 

 

（注）１．当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割

等を行う場合等、上記の目的たる株式数の調

整を必要とする場合には、当社は当該条件を

勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式

数を調整するものとする。 

 

２．各新株予約権の行使に際して払込をなすべき

金額は、各新株予約権の行使により発行また

は移転する株式１株当たりの払込金額（以下、

「行使価額」という。）に付与株式数を乗じ

た金額とする。 

行使価額は１円とする。 

ただし、新株予約権１個当たりの目的となる

株式数の調整を行った場合は、株式１株当た

りの払込金額１円を調整後の株式数で除した

金額とする。 
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【その他】 
該当事項はありません。 

 

商品部門別販売実績 

前事業年度及び当事業年度における販売実績を商品部門別に示すと、次のとおりであります。   （単位：千円） 

前事業年度 当事業年度 

2006年２月21日から 

2007年２月20日まで 
2007年２月21日から 

2008年２月20日まで 

 

比較増減 

 

期 別 
 
 

商品部門別 
金 額 構成比 金 額 構成比 金  額 

    ％  ％  
 加 工 食 品  31,113,969 35.2 30,573,715 35.7 △540,253 

 生 鮮 食 品  29,448,531 33.3 28,533,198 33.4 △915,332 

 デ ィ リ ー 食 品  22,365,751 25.3 21,569,984 25.2 △795,766 

 食 品 部 門 計  82,928,251 93.8 80,676,898 94.3 △2,251,352 

 ノ ン フ ー ズ  5,252,850 6.0 4,733,378 5.5 △519,472 

 そ の 他  172,878 0.2 153,150 0.2 △19,727 

 非 食 品 部 門 計  5,425,729 6.2 4,886,528 5.7 △539,200 

 合 計  88,353,980 100.0 85,563,427 100.0 △2,790,553 

 
 
役員の異動 
 
１．代表者の異動 

（１）新任予定代表取締役候補 
氏名 代表取締役社長 勝浦二郎（現任 営業・商品統括本部長） 

 
（２）退任予定代表取締役 

氏名 代表取締役社長 反田悦生 
 

 
２． 就任予定日. 
   2008 年５月 14 日 


