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１．2008年８月中間期の連結業績（2008年３月１日～2008年８月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2008年８月中間期 61,349 9.5 2,145 △14.3 2,191 △16.1 1,005 △22.3

2007年８月中間期 56,011 － 2,503 － 2,612 － 1,295 －

2008年２月期 113,774 － 4,831 － 4,946 － 2,527 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

2008年８月中間期 57 54 57 52

2007年８月中間期 74 05 － －

2008年２月期 144 53 － －

 

（参考）持分法投資損益 2008年８月中間期 －百万円 2007年８月中間期 －百万円 2008年２月期 －百万円

　（注）当社は、2007年２月期第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、対前年中間期増減率については記載しておりません。

(2）連結財政状態

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８月中間期 53,472 34,725 64.9 1,986 45

2007年８月中間期 47,335 33,185 70.1 1,897 39

2008年２月期 48,723 34,372 70.5 1,965 28

（参考）自己資本 2008年８月中間期 34,714百万円 2007年８月中間期 33,185百万円 2008年２月期 34,372百万円

(3）連結キャッシュ・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８月中間期 4,740 △3,331 △1,536 16,312

2007年８月中間期 4,617 1,128 △544 17,922

2008年２月期 7,081 △2,817 △544 16,440

２．配当の状況
１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2008年２月期 － － － － － － 35 00 35 00

2009年２月期 － － － － － － － －
39 00

2009年２月期（予想） － － － － － － 39 00

３．2009年２月期の連結業績予想（2008年３月１日～2009年２月28日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 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

通期 127,000 11.6 5,400 11.8 5,400 9.2 2,800 10.8 160 19
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

　なお、当第１四半期は第１四半期財務・業績の概況（非連結）を作成いたしましたが、８月１日の㈱シーズンセレ

クト株式100％取得により、同社を連結子会社といたしましたので、当中間連結会計期間から中間決算短信を作成して

おります。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

 

(3）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） 2008年８月中間期17,494,500株 2007年８月中間期17,494,500株 2008年２月期17,494,500株

②　期末自己株式数 2008年８月中間期 18,728株 2007年８月中間期 4,478株 2008年２月期 4,628株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」

に記載しております 。

 

 

（参考）個別業績の概要

１．2008年８月中間期の個別業績（2008年３月１日～2008年８月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2008年８月中間期 60,594 14.1 2,275 △12.4 2,324 △14.9 1,250 △3.4

2007年８月中間期 53,085 6.7 2,599 13.1 2,730 17.7 1,295 △6.4

2008年２月期 110,848 － 4,948 － 5,089 － 2,527 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

2008年８月中間期 71 56 71 54

2007年８月中間期 74 05 － －

2008年２月期 144 52 － －

(2）個別財政状態

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８月中間期 52,405 34,970 66.7 2,000 48

2007年８月中間期 45,921 33,185 72.3 1,897 39

2008年２月期 48,723 34,372 70.5 1,965 28

（参考）自己資本 2008年８月中間期 34,959百万円 2007年８月中間期 33,185百万円 2008年２月期 34,372百万円

２．2009年２月期の個別業績予想（2008年３月１日～2009年２月28日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 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

通期 125,000 12.8 5,600 13.2 5,600 10.0 3,100 22.6 177 36

※　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。

実際の業績は今後様々な要因によって予測数値と異なる結果となる可能性があります。なお、上記の通期の業績予

想に関する事項は、４ページ１.経営成績（1）経営成績に関する分析②通期の見通し及び本日2008年10月8日公表の

「業績予想の修正等に関するお知らせ」をご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 ①当中間連結会計期間の経営成績

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、アメリカのサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機

や、原油をはじめとした原材料価格の一段の高騰により、景気の減速感が明白になりつつあります。個人消費にお

いては、各種製品価格の値上げや先行きの不透明感から消費者の生活防衛意識はさらに強まり、食品スーパーを取

り巻く環境は、企業間の競争激化もあいまって予断を許さない状況となっております。

　このような中で、当社グループは、「何よりもお客さまの利益を優先しよう。」という企業理念のもと、「環境

の劇的変化に向け、ＥＤＬＰ(エブリデー・ロー・プライス)と時間帯ＭＤ(マーチャンダイジング)の強化　＜チャ

レンジ５＞」をスローガンに掲げ、お客さまの行動変化にあわせた商品提供に努めました。同時に効率的な店舗運

営を図るため「作業改善」を共通課題とした仕組みづくりに着手いたしました。具体的には、店舗作業の選択と集

中によるインストア製造の強化に向け、鮮魚一次加工所の開設及びフード部門の一次加工所機能のさらなる拡充を

進めるとともに、精肉部門においては、小型店１１店舗において、イオン株式会社の加工センターを活用し外部製

造・加工による商品を中心とした品揃えに変更いたしました。このほかイオングループの共通インフラである単品

ベースの自動補充発注システムを導入いたしました。これらの取組みは、利益への貢献はもとより、さらなる作業

改善策への第一ステップとして位置づけ、それぞれの課題を明確にし、定着と軌道化に向けてチャレンジしてまい

ります。

　一方、営業基盤の拡大強化を図るため、８月１日に静岡県浜松市を中心に食品スーパーマーケット事業を展開す

る株式会社シーズンセレクトの株式を取得し、連結子会社とするとともに、同社の14店舗を当社グループの店舗に

加えました。子会社化後の中間連結会計期間末までに５店舗の改装を進め、店舗名称をマックスバリュブランドに

変更するとともに販売商品の見直しをはじめとし、レジシステムの共通化などを行いました。期間中の損益は稼動

１カ月という短期間であるため営業損失となっておりますが、早期に営業利益確保の体制を構築してまいります。

なお、９月11日までに合計11店舗の改装を行いつつ、組織風土の早期融合や本部機能の集約を図るべく11月１日を

もって同社事業の全てを当社が譲り受ける予定であります。

　個別決算の売上高の推移といたしましては、既存店の客数は対前年同期比101.7％となりましたが、買上点数に

おいては同比97.7％と落込みが顕著となり、生活防衛型の消費傾向が月を追うごとに一層強まっております。この

ような中、重点管理指標のひとつである既存店売上高の対前年同期比は、堅調な客数増と一品単価の上昇により

101.8％となりました。一方、同期間に開設した新店３店舗については、主に売上面において予算確保に課題を残

す推移となっております。利益面においては、荒利率は前年同水準で推移したものの、人件費を中心に販管費が増

加したことに加え、スクラップ・アンド・ビルド（店舗の建替え）に向けて高収益店舗であったヤオハン八幡町店

を前期末に閉店したことも影響し、前年同期に比し減益となりました。

 

（店舗運営）

　サービス機能と精算時の選択肢の幅を広げることにより、お客さまの利便性の向上を図るべく導入を進めている

セルフレジは、当中間会計期間において新たに９店舗に設置し計15店舗となりました。また、従業員の出退勤管理

におけるコンプライアンスの視点から、営業時間の見直しを行い、24時閉店の15店舗の閉店時間を23時30分に短縮

いたしました。さらに、第１四半期において適正な運用に課題があった新勤怠管理システムにおける人時計画の精

度は、第２四半期に入り是正しつつありますが、下期に向けてさらなる改善を図るべく、各部門別のあるべき投入

人時の基準の再構築とその定着に取り組んでまいります。同時に、お客さま視点での業務監査によるカイゼン活動

にも継続して取り組みました。

 

（商品部門別の動向）

　食の安全や生活防衛型の消費行動から、お客さまのニーズや購買動向が内食需要へ向かう変化が見られるものの、

生鮮部門においては提供量目や提供時間への対応に課題があり、同部門の売上高構成比は低調に推移いたしました。

とりわけ低迷が続く鮮魚部門では、作業改善と適時な品出し・品揃えの視点から、7月に鮮魚一次加工所を開設し、

メリハリあるインストア製造・加工体制の強化に向けた仕組みづくりに着手いたしました。また、時間帯ＭＤの強

化に取り組んでいるフード部門では、特に11時と16時に出来立て商品を提供出来る態勢を整備するとともに、フー

ド一次加工所からの店舗供給を拡大し、店内加工における作業改善を推進いたしました。一方、ＥＤＬＰの推進と

して、特にグロッサリー部門においては展開エリアでのプライスリーダーを目指すとともに、商品価格の値上げの

動きに対しては、個店単位で競争店の価格の定点観測に基づく売価対策に取り組みました。

　また、イオングループのプライベートブランド「トップバリュ」は、さらにお客さまのご支持が高まり、当中間

会計期間における売上高構成比は7.2％(前年同期実績5.9％)と、その伸びが一段と顕著になりました。
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（環境・社会貢献活動）

　地域のお客さまとともに進めるレジ袋削減活動として、当中間会計期間においては、山梨県及び静岡県内の３市

と協定を結び11店舗でレジ袋の無料配布中止をスタートいたしました。また、新たにペットボトルのキャップ回収

によるリサイクル活動も全店舗で開始いたしました。加えて、イオンの250周年記念事業の一環である「日本縦断

イオン・クリーンキャンペーン」として、地域の皆さまとともに静岡県においては浜松市の中田島砂丘にて、山梨

県では笛吹市の笛吹川河川敷での清掃活動に参加いたしました。

 

（店舗開発）

　店舗展開といたしましては、本年５月に、イオングループの株式会社マイカルが運営する「石和サティ」（山梨

県笛吹市）の食品ゾーンにインテナント方式にてマックスバリュ石和店、同年６月に同じくイオングループのロッ

ク開発株式会社の運営管理するＮＳＣ（近隣型ショッピングセンター）の「ロックタウン山梨中央ショッピングセ

ンター」（山梨県中央市）内にマックスバリュ山梨中央店及びマックスバリュ韮山店（静岡県伊豆の国市）をそれ

ぞれ開店し、新店の開設は３店舗となりました。また、スクラップ・アンド・ビルドに向け、同年６月にジョイフ

ル東海田沼店（静岡県藤枝市）を閉鎖いたしました。そのほか連結子会社株式会社シーズンセレクトの14店舗を加

え、当中間連結会計期間末における店舗数は77店舗（静岡県61店舗、神奈川県８店舗、山梨県６店舗及び愛知県２

店舗）となりました。

 

  これらの結果、当中間連結会計期間の業績は以下のとおりとなりました。

　　売上高         61,349百万円　（対前年同期比 109.5％）

　　営業利益        2,145百万円　（　　同　　  　85.7％）

　　経常利益        2,191百万円　（    同　　　  83.9％）

　　中間純利益      1,005百万円　（    同        77.7％）

  また当中間会計期間における個別の業績は以下のとおりとなりました。

    売上高         60,594百万円　（対前年同期比 114.1％）

　　営業利益        2,275百万円　（　　同　 　　 87.6％）

　　経常利益　 　   2,324百万円　（　　同 　　　 85.1％）

　　中間純利益      1,250百万円　（　　同 　 　  96.6％）

 

 ②通期の見通し

  通期の見通しにつきましては、株式会社シーズンセレクトの子会社化及び同社からの事業譲受けによる影響並び

に当中間会計期間における収益状況等を考慮し、新たに連結業績予想を公表するとともに個別の業績予想を修正い

たしました。

　通期の業績予想の達成に向け、株式会社シーズンセレクトから譲り受ける店舗の早期軌道化に注力するため、下

期に開店予定とした８店舗中７店舗の新規開設を来期に延期し、開店費用などの経費の見直しを図ります。同時に、

上期に導入した作業改善のためのシステムや仕組みの定着と軌道化に取り組んでまいります。これらの取組みによ

り、譲受け店舗の早期収益化、新店を含む既存店舗における在庫の削減と荒利率の確保及び適正な経費コントロー

ルにより、利益率の向上に努めてまいります。

　新たに公表する連結業績予想といたしましては、売上高1,270億円、営業利益54億円、経常利益54億円、当期純

利益28億円を見込み、また個別の業績予想については、上記の要因を考慮し、売上高1,250億円、営業利益56億円、

経常利益56億円、当期純利益31億円に修正いたしております。

 

(2）財政状態に関する分析

 ①(資産)

  当中間連結会計期間末の総資産は534億72百万円となり、前連結会計年度末に比し、47億49百万円増加いたしまし

た。流動資産は12億67百万円減少し、固定資産は60億17百万円増加いたしました。

　流動資産の主な減少要因は、現金及び預金の減少９億73百万円、繰延税金資産の減少９億71百万円等によるもので

あります。固定資産の主な増加要因は、新店投資や土地購入等による有形固定資産の増加39億99百万円、連結子会社

の取得により発生したのれん等による無形固定資産の増加12億72百万円等によるものであります。

 ②(負債)

当中間連結会計期間末の負債総額は187億47百万円となり、前連結会計年度末に比し、43億96百万円増加いたしま

した。流動負債は39億64百万円増加し、固定負債は４億32百万円増加いたしました。

流動負債の主な増加要因は、季節的要因の他、当中間連結会計期間末日が金融機関休業日にあたり翌営業日に決済

が行われたことなどによる買掛金の増加26億３百万円、地元金融機関よりの新規借入金５億円等によるものでありま

す。固定負債の主な増加要因は退職給付引当金の増加３億29百万円等によるものであります。
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 ③(純資産)

  当中間連結会計期間末の純資産合計は、347億25百万円となり,前連結会計年度末に比し、３億52百万円増加いたし

ました。主な増加要因は中間純利益10億５百万円、主な減少要因は配当金支払額６億12百万円等によるものでありま

す。 

 ④(キャッシュ・フローの状況)

  当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、フリー・キャッシュ・フロー14億

９百万円に対し、連結子会社が金融機関からの短期借入金14億円を期限前返済したことなどにより前連結会計年度末

に比し１億27百万円減少し、163億12百万円となっております。

 

（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47億40百万円となり、前中間連結会計期間に比し、１億22百万円増加いたしました。

これは主に仕入債務の増減額が８億68百万円増加したこと、税金等調整前中間純利益が４億51百万円減少したことな

ど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）

  投資活動の結果支出した資金は33億31百万円となり、前中間連結会計期間に比し、44億59百万円増加いたしました。

これは主に有形固定資産の取得による支出が前中間連結会計期間に比し、30億52百万円増加したこと、前中間連結会

計期間においては優先出資証券参加権の償還による収入20億円があったことなど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）

  財務活動の結果支出した資金は15億36百万円となりました。これは配当金の支払６億12百万円、短期借入金の純減

額９億円等によるものであります。

 

　(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

2006年2月期 2007年2月期 2008年2月期 2008年2月期　 2009年2月期　

期末 期末 中間 期末　 中間　

自己資本比率（％） 74.0 71.3 70.1 70.5 64.9

時価ベースの自己資本比率

（％）
95.9 87.8 71.4 55.2 49.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
－ 6.7 10.8 7.1 22.1

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ 1,854.1 1,053.8 695.2 582.4

 （注）1.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

 　　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率: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

　　　 2.2006年２月期は個別の財務数値により算出し、それ以外は連結ベースの財務数値により算出しています。

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

　　　　 す。ただし、2006年２月期については、2006年３月１日に株式分割が行われており、期末株価終値が権利落

        後の株価となっているため、当該株式分割後の発行済株式数により算出しております。

　　　 4.インタレスト・カバレッジ・レシオは、2006年２月期は有利子負債及び利払いの実績がないため、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

  当社の利益配分の基本方針は、成長戦略や設備投資計画、フリー・キャッシュ・フローの状況等を勘案しつつ、

経営成績を反映した利益還元を行っていきたいと考えており、配当性向は、連結当期純利益の30％程度まで高めて

いく方針であります。

　配当回数につきましては、年１回の期末配当を行うことを基本方針とし、剰余金の配当の決定機関を取締役会と

しております。内部留保につきましては、新店投資やスクラップ・アンド・ビルド、さらにはＭ＆Ａなど事業規模

の維持・拡大に充てるとともに、ＩＴ関連の充実・人材育成など事業基盤の強化のための投資にも充てていく方針

であります。中間配当は当初の予定どおり見送りとさせていただき、期末配当につきましては、1株につき39円の

配当を予定しております。
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(4）事業等のリスク

  前記「(1) 経営成績に関する分析」に記載のとおり、株式会社シーズンセレクトの子会社化及び同社事業の譲受

けがありますが、本件に関するリスクは、最近の有価証券報告書(2008年５月30日提出)における「事業等のリス

ク」の「④減損会計の適用」に包含される事象であり、重要な変更がないため記載を省略しております。
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２．企業集団の状況
  当社グループは、親会社であるイオン株式会社を中心とするイオングループ（以下、企業集団をさす場合は、単に「イ

オン」という。）の総合小売事業の中のスーパーマーケット事業における東海地区の中核企業であり、静岡県を中心と

して神奈川県・山梨県及び愛知県にスーパーマーケットを展開しております。当社はイオン各社との間で、商品供給、

資金の寄託運用、店舗の維持管理に関する取引や用度・資材の供給、店舗賃貸借等の取引を行っております。

  これら事業に係る系統図は、次のとおりであります。

 

［事業系統図］

お 客 さ ま 

当    社 

本 部 流通センター 店 舗 ㈱ｼｰｽﾞﾝｾﾚｸﾄ 

本部・研修センター ６３店舗 ３センター 

店舗維持管理 
店舗資材購入 
商品仕入等 

店舗賃借 

《専門店事業》 
㈱ニューステップ 

親会社    イ オ ン ㈱ 

 

《その他事業》 
イオンディライト㈱ 
チェルト㈱ 
アイク㈱ 
イオン商品調達㈱ 
イオングローバル 
ＳＣＭ㈱ 
イオントップバリュ㈱ 

《ディベロッパー

事業》 
ロック開発㈱ 

《総合金融事業》

イオンクレジット

サービス㈱ 
㈱イオン銀行 

クレジット

販売代金の

業務委託等 

店舗内出店 

《 総 合 小 売 業 (ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 事 業 )》 

商品供給・情報システムの利用 
店舗賃借・資金の寄託運用等 

（注）14 店舗 

連結子会社 

 

(注)1.連結子会社の株式会社シーズンセレクトの事業を2008年11月１日付で当社が譲り受ける予定であります。

2.イオン株式会社は、2008年８月21日に純粋持株会社となりました。

  上記事業系統図は、当中間連結会計期間の期中における主な取引の決済状況に基づき記載しております。　
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３．経営方針
(1)会社の経営の基本方針

　当社グループは、「何よりもお客さまの利益を優先しよう。」という企業理念を根幹とし、「１店１店、ひとり

ひとりが光り輝く、地域最良のスーパーマーケットチェーンを構築する」というビジョンのもと、どこよりも「気

持ちのよい挨拶ができる店」、どこよりも「商品を大切にする店」、どこよりも「サービスレベルが高い店」、ど

こよりも「お客さまのご意見やご要望を真剣に聞く店」の具現化を目指して経営に取り組んでおります。同時にひ

とりひとりのお客さまを大切にし、それぞれの地域に密着したお店、言い換えればその地域になくてはならない、

あてにされるお店づくりを目指しており、それぞれの店舗が地域一番店としてのゆるぎない地位を確立し、持続的

な成長と地域社会との共生に努めることが重要であると考えております。そのためには、全従業員が絶えずお客さ

まの視点に立ち、お客さまの声に真剣に耳を傾け、誠実かつ迅速に行動することが不可欠であると考えておりま

す。

 

(2)目標とする経営指標　

　売上高営業利益率５％の実現とその継続を目指すとともに、経常ＲＯＡ（総資産経常利益率）並びにＲＯＥ（自

己資本当期純利益率）を効率分析の重要指標として位置付けております。なお、経常ＲＯＡにつきましては10％以

上を、目標数値としております。

　今後、重要指標の確実な実現とさらなる向上に向け、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、取り組んでまいります。　

　また、当期を含め７期連続で堅調に推移している既存店の増収基調の継続にも引き続きこだわりをもち、取り組

んでまいります。

 

(3)中長期的な会社の経営戦略　

　当社は、2007年度を初年度とする2009年度までの第２次中期３カ年経営計画の目標値として、売上規模1,500億

円、店舗数80店舗体制の構築を掲げるとともに、８期連続での既存店売上高の拡大をチャレンジ目標としておりま

す。

経営戦略におけるキーワードは、

　①全員参加型経営の推進と現場力の強化

　②マーケット変化に適応した商品・サービスの提供

　③内部管理体制の強化と地域社会への貢献

を掲げ、経営計画の確実な実現を目指し、マーケット変化への速やかな対応を図るとともに、地域特性に応じた商

品の品揃え、競争に打ち勝つ店舗のフォーマットづくりを計画的に進めてまいります。

　この経営戦略のもと、“選択と集中”の考え方を機軸として、生鮮（青果・鮮魚・精肉）部門においては、生産

者の顔の見える商品提供と地産地消の推進、フード（惣菜・寿司・ベーカリー）部門においては、インストア製

造・加工のさらなる強化と、ワンデー・ファイブ・サイクルによる出来立て商品のタイムリーな提供など、お客さ

ま視点に立った店舗運営に継続して努めてまいります。

　また地域の風習や習慣に基づいた商品を積極的に展開していくとともに、世代交代に伴い失われつつある地域食

材や伝統料理のレシピなどを掘り起こし、１店１店が地域社会の中であてにされ、なくてはならないお店であると

いう地位を確立したいと考えております。同時に、地域のスーパーマーケットに求められる、また提供できるサー

ビス機能とは何かを絶えず考えながら、お客さまの声に誠実かつ迅速にお応えできるスーパーマーケットの構築を

目指してまいります。

 

(4)会社の対処すべき課題　

　不透明な経済環境が続く中、原材料価格の高騰による製品価格の一段の上昇傾向に加え、食の安全・安心を脅か

す事故や事件が連続して発生するなど、消費者の生活防衛意識はさらに高まり、小売業をとりまく環境は、今後よ

り一層厳しさを増すものと予想されます。このような状況の中で、2010年２月期までの中期３カ年経営計画の達成

に向けた当社グループの経営課題は、①確実な新規出店とＭ＆Ａの推進による持続的成長、②マーケット変化に適

応した新しいマーチャンダイジングの構築、③選択と集中によるインストア製造の強化、④100店舗体制に向けた

組織・仕組みの構築、⑤従業員満足度の向上、⑥企業の社会的責任（ＣＳＲ）の観点に基づくコンプライアンス・

内部統制・環境問題への取組みの推進を掲げております。

　上記経営課題の中で、当期における具体的な重点取組みテーマといたしましては、11月１日をもって連結子会社

の株式会社シーズンセレクトの事業を当社が譲り受け直営化する店舗等の早期軌道化であります。同時に、選択と

集中の視点で、鮮魚一次加工所、フード一次加工所、精肉部門の加工センター機能を活用し、店舗作業の簡素化と

インストア製造・加工を有機的に絡め、必要なときに、必要なものを、必要な量だけ購入されるというお客さまの

買物動向の変化に対応すべく、時間帯ＭＤに基づく商品展開を進め、付加価値の高い生鮮部門の再構築を目指すと
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ともに、在庫削減による鮮度の向上と商品廃棄ロスの削減に注力してまいります。

　また、下期より新組織として、新店並びに小型店を統括する新業態統括本部を新たに設置し、とりわけ、新しい

店舗名称とコンセプトで展開する「マックスバリュＥＸ（エクスプレス）」ブランドによる新業態モデル店舗の構

築に取り組みながら、全店で共有できるローコストオペレーションの仕組みづくりを進めてまいります。

　上記の課題に集中するため、下期に予定した新店８店舗のうち７店舗の開店を来期に延期するとともに、当中間

会計期間に導入した仕組みの定着化による作業改善、部門別の投入人時基準の検証と見直しを確実に行い、利益率

の確保と向上に努めてまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 18,922,624 16,466,993  17,440,069

２．売掛金 26,984 41,213  26,049

３．有価証券 990,221 －  499,997

４．たな卸資産 1,681,620 2,009,607  1,756,740

５．繰延税金資産 2,221,721 689,757  1,661,107

６．その他 1,154,664 2,105,395  1,194,754

貸倒引当金 － △2,005  －

流動資産合計 24,997,836 52.8 21,310,962 39.9 △3,686,874 22,578,718 46.3

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産

１．建物及び構築物 9,082,296 11,090,181  9,753,233

２．土地 5,461,357 10,264,804  7,957,379

３．その他 2,015,021 2,641,524  2,286,244

計 16,558,675 23,996,510 7,437,834 19,996,857

(2)無形固定資産     

１．のれん 365,647 1,715,461  479,673

２．その他 214,625 223,742  187,365

 計 580,272 1,939,204 1,358,931 667,039

(3)投資その他の資産

１．投資有価証券 357,203 282,201  311,814

２．繰延税金資産 1,339,637 1,669,433  1,593,479

３．差入保証金 2,940,189 2,966,187  2,799,690

４．その他 782,670 1,408,139  887,085

貸倒引当金 △220,671 △99,789  △111,418

計 5,199,029 6,226,173 1,027,143 5,480,652

固定資産合計 22,337,978 47.2 32,161,888 60.1 9,823,909 26,144,548 53.7

資産合計 47,335,815 100.0 53,472,850 100.0 6,137,035 48,723,266 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 6,971,747 8,927,571  6,324,047

２．短期借入金 500,000 1,000,000  500,000

３．１年内返済予定長期借
入金

－ 20,040  －

４．未払法人税等 97,000 104,632  143,817

５．賞与引当金 641,131 716,875  673,465

６．役員賞与引当金 28,570 26,690  52,900

７．閉店損失引当金 － 61,710  103,368

８．その他 2,361,469 3,830,971  2,926,675

流動負債合計 10,599,919 22.4 14,688,491 27.5 4,088,571 10,724,274 22.0

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 － 26,520  －

２．退職給付引当金 2,735,750 3,174,876  2,844,898

３．商品券回収損失
引当金

－ 35,892  －

４．その他 814,705 821,612  781,608

固定負債合計 3,550,456 7.5 4,058,900 7.6 508,443 3,626,507 7.5

負債合計 14,150,376 29.9 18,747,392 35.1 4,597,015 14,350,782 29.5

        

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１．資本金 2,167,850 4.6 2,167,850 4.1 － 2,167,850 4.4

２．資本剰余金 2,893,374 6.1 2,893,374 5.4 － 2,893,374 5.9

３．利益剰余金 27,888,916 58.9 29,514,528 55.2 1,625,611 29,121,601 59.8

４．自己株式 △9,858 △0.0 △31,113 △0.1 △21,254 △10,108 △0.0

株主資本合計 32,940,282 69.6 34,544,639 64.6 1,604,357 34,172,717 70.1

Ⅱ　評価・換算差額等        

　１．その他有価証券評価差
額金

245,155 0.5 170,153 0.3 △75,001 199,767 0.4

　　評価・換算差額等合計 245,155 0.5 170,153 0.3 △75,001 199,767 0.4

Ⅲ　新株予約権 － － 10,665 0.0 10,665 － －

純資産合計 33,185,438 70.1 34,725,458 64.9 1,540,020 34,372,484 70.5

負債純資産合計 47,335,815 100.0 53,472,850 100.0 6,137,035 48,723,266 100.0
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(2）中間連結損益計算書

 
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  56,011,979 100.0  61,349,588 100.0 5,337,609  113,774,385 100.0

Ⅱ　売上原価  41,718,205 74.5  45,724,668 74.5 4,006,462  84,453,954 74.2

売上総利益  14,293,773 25.5  15,624,920 25.5 1,331,146  29,320,430 25.8

Ⅲ　その他の営業収入  1,184,151 2.1  1,178,713 1.9 △5,438  2,387,071 2.1

営業総利益  15,477,925 27.6  16,803,633 27.4 1,325,708  31,707,502 27.9

Ⅳ　販売費及び一般管理
費

 12,974,618 23.1  14,657,678 23.9 1,683,059  26,876,191 23.7

営業利益  2,503,306 4.5  2,145,955 3.5 △357,351  4,831,311 4.2

Ⅴ　営業外収益           

１．受取利息 30,218   37,995    65,296   

２．受取配当金 74,445   1,937    76,382   

３．雑収入 9,958 114,621 0.2 15,550 55,483 0.1 △59,138 27,439 169,119 0.1

Ⅵ　営業外費用           

１．支払利息 3,919   9,017    8,260   

２．旧商品券回収額 1,055   －    2,009   

３．雑損失 442 5,417 0.0 653 9,671 0.0 4,254 43,993 54,262 0.0

経常利益  2,612,511 4.7  2,191,767 3.6 △420,744  4,946,168 4.3

Ⅶ　特別利益           

１．固定資産売却益 －   27,812    3,218   

２．貸倒引当金戻入益 1,213   11,629    5,113   

３．譲受資産瑕疵に伴
う補償金

5,054   －    5,054   

４．補助金収入 －   20,100    －   

５．賞与引当金戻入益 －   37,327    －   

６．その他 － 6,268 0.0 12,230 109,099 0.2 102,831 － 13,386 0.1

Ⅷ　特別損失           

１．固定資産売却損 14,058   9,371    14,075   

２．固定資産除却損 12,523   4,771    20,611   

３．減損損失 107,256   116,456    274,612   

４．退店補償金　 10,720   1,705    93,390   

５．閉店損失引当金繰
入額

－   50,193    120,868   

６．中途解約違約金 43,746   22,731    46,943   

７．商品券回収損失引
当金繰入額

－   37,000    －   

８．総合設立厚生年金
基金脱退損失

－   90,312    －   

９．その他 25,504 213,810 0.4 14,555 347,100 0.6 133,290 83,793 654,295 0.6

税金等調整前中間
(当期)純利益

 2,404,969 4.3  1,953,766 3.2 △451,203  4,305,259 3.8

法人税、住民税及
び事業税

57,855   52,646    106,183   

法人税等調整額 1,052,013 1,109,868 2.0 895,395 948,041 1.6 △161,827 1,671,289 1,777,473 1.6

中間(当期)純利益  1,295,100 2.3  1,005,724 1.6 △289,375  2,527,785 2.2
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(3）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日　残高（千円） 2,167,850 2,893,374 27,136,037 △7,653 32,189,608

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △542,221  △542,221

中間純利益   1,295,100  1,295,100

自己株式の取得    △2,205 △2,205

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額　（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 752,878 △2,205 750,673

平成19年８月31日 残高（千円 ） 2,167,850 2,893,374 27,888,916 △9,858 32,940,282

評価・換算
差 額 等

純資産合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

平成19年２月28日　残高（千円） 328,297 32,517,906

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当  △542,221

中間純利益  1,295,100

自己株式の取得  △2,205

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額　（純額）

△83,141 △83,141

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△83,141 667,532

平成19年８月31日　残高（千円） 245,155 33,185,438
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当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年２月29日　残高（千円） 2,167,850 2,893,374 29,121,601 △10,108 34,172,717

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △612,145  △612,145

中間純利益   1,005,724  1,005,724

自己株式の取得    △24,493 △24,493

自己株式の処分   △652 3,489 2,837

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額　（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 392,926 △21,004 371,922

平成20年８月31日 残高（千円 ）　
　　

2,167,850 2,893,374 29,514,528 △31,113 34,544,639

評価・換算
差 額 等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

平成20年２月29日　残高（千円） 199,767 － 34,372,484

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △612,145

中間純利益   1,005,724

自己株式の取得   △24,493

自己株式の処分   2,837

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額　（純額）

△29,613 10,665 △18,948

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△29,613 10,665 352,974

平成20年８月31日　残高（千円） 170,153 10,665 34,725,458
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日　残高（千円） 2,167,850 2,893,374 27,136,037 △7,653 32,189,608

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △542,221  △542,221

当期純利益   2,527,785  2,527,785

自己株式の取得    △2,455 △2,455

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 1,985,563 △2,455 1,983,108

平成20年２月29日　残高（千円） 2,167,850 2,893,374 29,121,601 △10,108 34,172,717

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

平成19年２月28日　残高（千円） 328,297 32,517,906

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当  △542,221

当期純利益  2,527,785

自己株式の取得  △2,455

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△128,530 △128,530

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△128,530 1,854,577

平成20年２月29日　残高（千円） 199,767 34,372,484

マックスバリュ東海（株）（8198） 2009 年２月期　中間決算短信

－ 15 －



(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前中間
（当期）純利益

2,404,969 1,953,766 △451,203 4,305,259

減価償却費 669,420 800,337 130,917 1,460,179

減損損失 107,256 116,456 9,200 274,612

のれんの償却額 19,516 41,361 21,845 37,400

貸倒引当金の増減額
（△減少額）

△1,213 △11,629 △10,415 △110,466

賞与引当金の増減額
（△減少額）

195,347 28,829 △166,518 227,682

役員賞与引当金の増
減額（△減少額）

△4,860 △26,209 △21,348 19,469

退職給付引当金の増
減額（△減少額）

71,348 185,053 113,704 180,497

役員退職慰労引当金
の増減額
（△減少額）

△61,376 － 61,376 △61,376

閉店損失引当金の増
減額（△減少額）

△38,000 △41,658 △3,658 65,368

商品券回収損失引当
金の増減額（△減少
額）

－ 35,892 35,892 －

受取利息及び受取配
当金

△104,663 △39,932 64,730 △141,679

支払利息 3,919 9,017 5,098 8,260

固定資産売却益 － △27,812 △27,812 △3,218

固定資産売却損 14,058 9,371 △4,686 14,075

固定資産除却損 12,523 4,771 △7,752 20,611

売上債権の増減額
（△増加額）

△6,292 △12,990 △6,697 △5,357

たな卸資産の増減額
（△増加額）

△24,890 △20,081 4,809 △100,010

その他の資産の増減
額（△増加額） 

△108,033 △728,068 △620,035 △145,742

仕入債務の増減額
（△減少額）

1,118,206 1,986,496 868,290 470,506

その他の負債の増減
額（△減少額）

254,973 418,915 163,941 170,997

その他 99,926 121,464 21,537 374,052

小計 4,622,137 4,803,352 181,215 7,061,119

利息及び配当金の受
取額

104,587 37,298 △67,288 140,252

利息の支払額 △4,381 △8,139 △3,757 △10,186

法人税等の支払額 △104,809 △92,007 12,801 △109,742

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

4,617,533 4,740,503 122,970 7,081,442
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前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　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　

－ △500,000 △500,000 △500,000

定期預金の払戻によ
る支出

－ 1,000,000 1,000,000 500,000

有形固定資産の取得
による支出

△805,631 △3,857,693 △3,052,061 △4,617,942

有形固定資産の売却
による収入

79,000 141,243 62,243 109,467

無形固定資産の取得
による支出

△47,987 △64,942 △16,954 △57,160

有価証券の償還によ
る収入　

－ 500,000 500,000 490,000

連結範囲の変更を伴
う子会社株式の取得
による支出

－ △384,236 △384,236 －

敷金保証金の差入に
よる支出

△58,939 △92,260 △33,320 △151,818

敷金保証金の返還に
よる収入

107,511 154,791 47,280 231,406

優先出資証券参加権
の償還による収入

2,000,000 － △2,000,000 2,000,000

事業譲受による支出 △6,630 － 6,630 △534,907

その他 △138,709 △228,265 △89,556 △286,647

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

1,128,612 △3,331,363 △4,459,975 △2,817,602

     

Ⅲ　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

－ △900,000 △900,000 －

自己株式の取得によ
る支出

△2,205 △24,493 △22,288 △2,455

配当金の支払額 △542,221 △612,145 △69,923 △542,221

その他 － 2 2 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△544,426 △1,536,637 △992,210 △544,677

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額（△減少額）

5,201,718 △127,496 △5,329,215 3,719,163

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

12,720,906 16,440,069 3,719,163 12,720,906

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

17,922,624 16,312,572 △1,610,051 16,440,069
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１．連結の範囲に関する事

項

 (1)連結子会社の数　　　　１社

 (2)連結子会社の名称

　　ジョイフル東海株式会社

 

 (3)非連結子会社はありません。 

 (1)連結子会社の数　　　　１社

 (2)連結子会社の名称

　　株式会社シーズンセレクト

　なお、株式会社シーズンセレク

トは、当中間連結会計期間に新た

に株式を取得した子会社でありま

す。 

　(3)　同左

 (1)連結子会社の数　　　　１社

 (2)連結子会社の名称

　　ジョイフル東海株式会社

なお、当社は平成19年６月22日

開催の取締役会において、グ

ループ全体の経営効率化と事業

基盤の強化を目的として、同社

の事業を譲り受けることを決議

しました。これを受けて平成19

年10月22日開催のジョイフル東

海株式会社取締役会及び同年11

月５日開催の同社臨時株主総会

において同社の解散が決議され、

同年11月29日に特別清算手続を

開始、平成20年３月26日付終結

に至りました。

  (3)　同左

２．持分法の適用に関する

事項

　持分法の適用の対象となる非連結

子会社及び関連会社はありません。

同左 同左

３．連結子会社の中間決

算日（決算日）等に

関する事項

連結子会社の中間期の末日は、中

間連結決算日と一致しております。

　　同左 連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する

事項

   

(1）重要な資産の評価基

準及び評価方法

 （イ）有価証券  （イ）有価証券  （イ）有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）　　 

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日現在の市場

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

　　　　移動平均法による原価法

 

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日現在の市場

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

　　 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

　　 その他有価証券

時価のあるもの

決算日現在の市場価格等に

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

 （ロ）たな卸資産 （ロ）たな卸資産 （ロ）たな卸資産

 　 ①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

　　同左

 

②貯 蔵 品

    同左

　 ①商 品

　　同左

 

②貯 蔵 品

    同左

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法

（イ）有形固定資産

経済的耐用年数に基づく定額法

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物

（営業店舗）　　20年

（建物附属設備）３年～18年

（構築物）　　　３年～20年

車両運搬具　　　４年～６年

器具備品　　　　２年～20年

（イ）有形固定資産

経済的耐用年数に基づく定額法

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物

（営業店舗）　　20年

（建物附属設備）３年～18年

（構築物）　　　３年～20年

車両運搬具　　　４年～６年

器具備品　　　　２年～20年

（イ）有形固定資産

経済的耐用年数に基づく定額法

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物

（営業店舗）　　20年

（建物附属設備）３年～18年

（構築物）　　　３年～20年

車両運搬具　　　４年～６年

器具備品　　　　２年～20年 
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 （会計方針の変更）

　従来、有形固定資産の減価償却方

法は定率法を採用しておりましたが、

当中間連結会計期間から定額法に変

更いたしました。この変更は、当連

結会計年度を初年度とする第２次中

期３ヵ年経営計画の策定にあたり積

極的な新店投資を企図しており、有

形固定資産全体に占める新店割合の

より一層の増加が見込まれることか

ら、新店投資による各設備の長期安

定的な使用という経済的実態に適応

し、費用と収益のより適正な対応を

目的として行ったものであります。

　また、従来、有形固定資産の耐用

年数は法人税法に規定する耐用年数

を採用しておりましたが、上記と同

様の経済的実態に適応し、使用予測

可能期間を再検討した結果、従来採

用していた耐用年数と使用予測可能

期間との乖離が明らかになったため、

当中間連結会計期間から当社グルー

プの実態に即した経済的耐用年数に

変更いたしました。

　なお、これらの変更により、当社

グループの親会社が採用する有形固

定資産の減価償却方法及び耐用年数

の基準と統一されることになりまし

た。

　この定額法への変更に伴い、従来

と同一の方法によった場合と比較し、

販売費及び一般管理費は　　　

308,562千円減少し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益は

同額増加しております。

　また、耐用年数の変更に伴い、従

来と同一の耐用年数によった場合と

比較し、販売費及び一般管理費は

117,811千円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益は

同額減少しております。

　定額法への変更及び耐用年数の変

更の影響額を合算すると、販売費及

び一般管理費は190,751千円減少し、

営業利益、経常利益及び税金等調整

前中間純利益は同額増加しておりま

す。 

（ロ）無形固定資産

 

（ロ）無形固定資産

（会計方針の変更）

　従来、有形固定資産の減価償却方

法は定率法を採用しておりましたが、

当連結会計年度から定額法に変更い

たしました。この変更は、当連結会

計年度を初年度とする第２次中期３ヵ

年経営計画の策定にあたり積極的な

新店投資を企図しており、有形固定

資産全体に占める新店割合のより一

層の増加が見込まれることから、新

店投資による各設備の長期安定的な

使用という経済的実態に適応し、費

用と収益のより適正な対応を目的と

して行ったものであります。

　また、従来、有形固定資産の耐用

年数は法人税法に規定する耐用年数

を採用しておりましたが、上記と同

様の経済的実態に適応し、使用予測

可能期間を再検討した結果、従来採

用していた耐用年数と使用予測可能

期間との乖離が明らかになったため、

当連結会計年度から当社グループの

実態に即した経済的耐用年数に変更

いたしました。なお、これらの変更

により、当社グループの親会社が採

用する有形固定資産の減価償却方法

及び耐用年数の基準と統一されるこ

とになりました。

　この定額法への変更に伴い、従来

と同一の方法によった場合と比較し、

販売費及び一般管理費は676,876千円

減少し、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は同額増加し

ております。

　また、耐用年数の変更に伴い、従

来と同一の耐用年数によった場合と

比較し、販売費及び一般管理費は

291,593千円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益は

同額減少しております。

　定額法への変更及び耐用年数の変

更の影響額を合算すると、販売費及

び一般管理費は385,282千円減少し、

営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は同額増加しておりま

す。 

（ロ）無形固定資産

 　自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によってお

り、のれんの償却については、のれ

んの発生原因に基づき、その効果の

及ぶ期間（５年～10年）で均等償却

しております。

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によってお

り、のれんの償却については、のれ

んの発生原因に基づき、その効果の

及ぶ期間（４年～10年）で均等償却

しております。

　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 （ハ）投資その他の資産　

 長期前払費用

定額法

（ハ）投資その他の資産　

 長期前払費用

同左

 （ハ）投資その他の資産

 長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上

基準

（イ）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失に

備え、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。 

（イ）貸倒引当金　

同左

（イ）貸倒引当金

同左

 （ロ）賞与引当金

　従業員及びフレックス社員（パー

トタイマー）の賞与の支給に備え、

将来の支給見込額のうち当中間連結

会計期間の負担額を計上しておりま

す。

（ロ）賞与引当金

同左　

（ロ）賞与引当金

従業員及びフレックス社員

（パートタイマー）の賞与の

支給に備え、将来の支給見込

額のうち当連結会計年度の負

担額を計上しております。

 （ハ）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えて、当連結

会計年度における支給見込額の当中

間連結会計期間負担額を計上してお

ります。 

（ハ）役員賞与引当金

同左　

（ハ）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えて、

当連結会計年度における支給

見込額に基づき計上しており

ます。 　

 （ニ）閉店損失引当金

　店舗閉店に伴い発生する損失に備

え、店舗閉店により合理的に見込ま

れる中途解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。 

（ニ）閉店損失引当金

同左

（ニ）閉店損失引当金

同左

 （ホ）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え、当連結

会計年度末における退職給付債務の

見込額に基づき当中間連結会計期間

末に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

法により按分した金額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。

（ホ）退職給付引当金

同左

（ホ）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え、当

連結会計年度末における退職給

付債務の見込額に基づき計上し

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按分し

た金額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理すること

としております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 ─────

 

（ヘ）商品券回収損失引当金

　一定期間経過後収益に計上した未

回収商品券について、将来の回収時

の損失に備えるため、合理的な見積

りによる将来の回収見込額を計上し

ております。

（追加情報）　

「租税特別措置法上の準備金及び特

別法上の引当金又は準備金並びに役

員退職慰労引当金等に関する監査上

の取扱い」(日本公認会計士協会監

査・保証実務委員会報告第42号 平成

19年４月13日)の公表を受け、当中間

連結会計期間より、当該商品券が回

収された場合に発生する損失に備え

るため、将来の回収見込額を商品券

回収損失引当金として計上すること

としました。この変更により、当期

首時点で計上すべき過年度の引当金

繰入額相当額37,000千円を特別損失

に計上しております。これにより従

来の方法によった場合と比べ、経常

利益は1,108千円増加し、税金等調整

前中間純利益は35,892千円減少して

おります。

─────　

 

(4）重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。

　同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。 

(5）重要なリース取引の

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 　  同左

(6）その他中間連結財務

諸表（連結財務諸

表）作成のための重

要な事項

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

消費税等の処理方法

同左

 消費税等の処理方法

同左

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計

算書）における資金の

範囲

　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か月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 （配送業務手数料の会計処理）

　従来、配送業務の委託先に対する手数料は、

「配達運搬費」として販売費及び一般管理費に

計上しておりましたが、当中間連結会計期間よ

り、その他の営業収入に計上している「施設利

用料収入」（仕入取引先から当社物流センター

へ納品される商品の店舗への配送業務に対して

仕入取引先から受け取る収入）及び「物流業務

受託収入」（当社物流センターへの納品に係わ

る配送業務に対して受け取る収入）より控除す

る方法に変更しました。

　これは、当連結会計年度を初年度とする第２

次中期３ヵ年経営計画の策定にあたり積極的な

新店投資を企図しており、業容の拡大とともに

上記物流関係の収益及び費用の増加が想定され

ることから費用を収益から控除することにより、

配送業務に関する実質的な収益を明確にし、営

業総利益をより適正に表示するために行ったも

のであります。

　この変更に伴い、従来と同一の方法によった

場合と比べ、その他の営業収入および販売費及

び一般管理費がそれぞれ1,212,644千円減少し、

営業総利益は同額減少しております。なお、営

業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益

に与える影響はありません。

─────　

 （配送業務手数料の会計処理）

　従来、配送業務の委託先に対する手数料は、

「配達運搬費」として販売費及び一般管理費に

計上しておりましたが、当連結会計年度より、

その他の営業収入に計上している「施設利用料

収入」（仕入取引先から当社物流センターへ納

品される商品の店舗への配送業務に対して仕入

取引先から受け取る収入）及び「物流業務受託

収入」（当社物流センターへの納品に係わる配

送業務に対して受け取る収入）より控除する方

法に変更しました。

　これは、当連結会計年度を初年度とする第２

次中期３ヵ年経営計画の策定にあたり積極的な

新店投資を企図しており、業容の拡大とともに

上記物流関係の収益及び費用の増加が想定され

ることから費用を収益から控除することにより、

配送業務に関する実質的な収益を明確にし、営

業総利益をより適正に表示するために行ったも

のであります。

　この変更に伴い、従来と同一の方法によった

場合と比べ、その他の営業収入および販売費及

び一般管理費がそれぞれ2,483,287千円減少し、

営業総利益は同額減少しております。なお、営

業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

に与える影響はありません。 

　

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 （役員退職慰労引当金） 

　従来、役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく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、平成19年

４月４日開催の取締役会において、役員退職

慰労金制度の廃止を決議し、平成19年５月24

日開催の定時株主総会において、役員の退職

時に役員退職慰労金制度廃止日までの在任期

間に対応する役員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、当該制度廃止日までの在任期

間に対応する役員退職慰労金（退任役員を除

く）63,120千円を固定負債の「その他」に振

替えて表示しております。

─────  （役員退職慰労引当金） 

　従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく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、平成19年４月４日

開催の取締役会において、役員退職慰労金制度

の廃止を決議し、平成19年５月24日開催の定時

株主総会において、役員の退職時に役員退職慰

労金制度廃止日までの在任期間に対応する役員

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、当該制度廃止日までの在任期間

に対応する役員退職慰労金（退任役員を除く）

63,120千円を固定負債の「その他」に振替えて

表示しております。

（中間連結貸借対照表関係）

中間連結貸借対照表に関する注記事項については中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた

め開示を省略しております。

（中間連結損益計算書関係）

中間連結損益計算書関係に関する注記事項については中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられ

るため開示を省略しております。

（中間連結資本等変動計算書関係）

中間連結資本等変動計算書に関する注記事項については中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えら

れるため開示を省略しております。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項については中間決算短信における開示の必要性が大きくない

と考えられるため開示を省略しております。

（リース取引関係）　

リース取引関係については中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しており

ます。

（有価証券関係）　

有価証券関係については中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しておりま

す。

 

マックスバリュ東海（株）（8198） 2009 年２月期　中間決算短信

－ 23 －



（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自 平成19年3月１日　至 平成19年８月31日）、当中間連結会計期間（自 平成20年3月１日　

至 平成20年８月31日）及び前連結会計年度（自 平成19年３月１日　至 平成20年２月29日）において、当社グループ

は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

ストック・オプション等関係については中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略しております。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自 平成19年3月１日　至 平成19年８月31日）、当中間連結会計期間（自 平成20年3月

１日　至 平成20年８月31日）及び前連結会計年度（自 平成19年３月１日　至 平成20年２月29日）

　　　　　  小売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自 平成19年3月１日　至 平成19年８月31日）、当中間連結会計期間（自 平成20年3月

１日　至 平成20年８月31日）及び前連結会計年度（自 平成19年３月１日　至 平成20年２月29日）

　　　　　  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自 平成19年3月１日　至 平成19年８月31日）、当中間連結会計期間（自 平成20年3月

１日　至 平成20年８月31日）及び前連結会計年度（自 平成19年３月１日　至 平成20年２月29日）

　　　　　  海外売上高がないため該当事項はありません。

（企業結合等関係の注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引）　

関連当事者との取引については中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略して

おります。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 1,897円39銭

１株当たり中間純利益

金額
74円05銭

 潜在株式調整後１株当たり中間純利

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。　

１株当たり純資産額 1,986円45銭

１株当たり中間純利益

金額
57円54銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
57円52銭

１株当たり純資産額 1,965円28銭

１株当たり当期純利益

金額
144円53銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利

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。　

 （注）１.　１株当たり純資産額は以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

純資産の部の合計額    （千円） － 34,725,458 －

純資産の部から控除する額(千円） － 10,665 －

（うち新株予約権） － (10,665) －

普通株式に係る中間期末（期末）

の純資産額　　      　（千円）
－ 34,714,793 －

１株当たり純資産の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式

の数                 （千株）

－ 17,475 －

 （注）２.　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

中間（当期）純利益    （千円） 1,295,100 1,005,724 2,527,785

普通株主に帰属しない金額

                     （千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利

益金額                (千円）
1,295,100 1,005,724 2,527,785

期中平均株式数　    　（千株） 17,490 17,478 17,490

    

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額　    （円）
－ 57.52 －

中間（当期）純利益調整額

                     （千円）
－ － －

普通株式増加数        （千株） － 5 －

（うち新株予約権） － (5) －

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

─────

 

 

 

─────

 

 

 

─────
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

 

平成19年６月22日開催の当社取締役会において当社の子会社であるジョイフル東海株式会社を解散することを

決議し、これを受けて平成19年10月22日開催の同社取締役会及び同年11月５日開催の同社臨時株主総会において

同社の解散が決議されました。

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

　平成20年10月８日開催の当社取締役会において、グループ全体の経営効率向上を目的として子会社である株式

会社シーズンセレクトの小売業をはじめとするすべての事業の譲受けを決議いたしました。当該決議に基づき平

成20年10月中旬に事業譲渡契約を締結し、同年11月１日に同社事業の全てを当社が譲り受ける予定であります。

 

前連結会計年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

自己株式の取得について

平成20年４月７日の当社臨時取締役会において、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156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議しております。　

（１）自己株式の取得を行う理由  

経営環境の変化に適応し、将来の株式交換など資本政策の機動性を確保するとともに、資本効率の向上を

図るため、自己株式の取得を行うものであります。

（２）取得に係る事項の内容 

取得対象株式の種類 当社普通株式 

取得しうる株式の総数 300,000株（上限） 

株式の取得価額の総額 600,000千円（上限） 

取得期間 平成20年４月８日から平成20年９月30日まで 

取得の方法 東京証券取引所における市場買付け
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５．中間個別財務諸表
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表

（平成20年２月29日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 17,974,823 15,973,805  17,440,005

２．売掛金 26,492 39,303  26,049

３．有価証券 990,221 －  499,997

４．たな卸資産 1,597,450 1,819,994  1,756,740

５．関係会社短期貸付金　 － 1,220,000  －

６．１年以内回収予定
　　関係会社長期貸付金

1,507,008 －  －

７．繰延税金資産 2,221,721 689,757  1,661,107

８．その他 1,145,423 2,242,648  1,194,754

流動資産合計 25,463,141 55.4 21,985,509 42.0 △3,477,631 22,578,654 46.3

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産

１．建物 7,476,071 8,950,084  8,432,855

２．土地 4,909,473 10,115,448  7,957,379

３．その他 3,195,166 3,787,710  3,606,622

計 15,580,711 22,853,243 7,272,532 19,996,857

(2)無形固定資産     

１．のれん 5,740 451,615  479,673

２．その他 214,625 223,742  187,365

 計 220,365 675,358 454,992 667,039

(3)投資その他の資産

１．投資有価証券 357,203 282,201  311,814

２．関係会社株式 － 1,052,252  －

３．繰延税金資産 1,339,637 1,669,433  1,593,479

４．差入保証金 2,429,308 2,736,533  2,799,690

５．その他 1,244,409 1,250,692  887,085

貸倒引当金 △713,662 △99,789  △111,418

計 4,656,896 6,891,324 2,234,427 5,480,652

固定資産合計 20,457,973 44.6 30,419,925 58.0 9,961,952 26,144,548 53.7

資産合計 45,921,114 100.0 52,405,435 100.0 6,484,320 48,723,202 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年８月31日）

当中間会計期間末
（平成20年８月31日）

対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表

（平成20年２月29日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 6,470,081 8,568,558  6,324,047

２．短期借入金 － 1,000,000  500,000

３．未払金 926,498 1,743,703  1,588,941

４．未払法人税等 96,799 104,431  143,800

５．賞与引当金 613,996 697,035  673,465

６．役員賞与引当金 26,150 26,690  52,900

７．閉店損失引当金 － 61,710  103,368

８．その他 1,294,573 1,628,046  1,337,711

流動負債合計 9,428,099 20.5 13,830,175 26.4 4,402,076 10,724,234 22.0

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 2,735,750 2,938,279  2,844,898

２．商品券回収損失
引当金

－ 35,892  －

３．その他 571,825 630,523  781,608

固定負債合計 3,307,576 7.2 3,604,694 6.9 297,117 3,626,507 7.5

負債合計 12,735,676 27.7 17,434,870 33.3 4,699,193 14,350,741 29.5

        

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１．資本金 2,167,850 4.7 2,167,850 4.1 － 2,167,850 4.4

２．資本剰余金        

 (1)資本準備金 2,893,374  2,893,374  － 2,893,374  

   資本剰余金合計 2,893,374 6.3 2,893,374 5.5 － 2,893,374 5.9

３．利益剰余金        

 (1)その他利益剰余金        

　　　別途積立金 26,000,000  28,000,000  2,000,000 26,000,000  

　　　繰越利益剰余金 1,888,916  1,759,634  △129,281 3,121,578  

　利益剰余金合計 27,888,916 60.8 29,759,634 56.8 1,870,718 29,121,578 59.8

４．自己株式 △9,858 △0.0 △31,113 △0.0 △21,254 △10,108 △0.0

株主資本合計 32,940,282 71.8 34,789,746 66.4 1,849,463 34,172,693 70.1

Ⅱ　評価・換算差額等        

　１．その他有価証券評価差
額金

245,155 0.5 170,153 0.3 △75,001 199,767 0.4

　　評価・換算差額等合計 245,155 0.5 170,153 0.3 △75,001 199,767 0.4

Ⅲ　新株予約権 － － 10,665 0.0 10,665 － －

純資産合計 33,185,438 72.3 34,970,565 66.7 1,785,126 34,372,460 70.5

負債純資産合計 45,921,114 100.0 52,405,435 100.0 6,484,320 48,723,202 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 53,085,793 100.0 60,594,707 100.0 7,508,914 110,848,199 100.0

Ⅱ　売上原価 39,448,776 74.3 45,145,034 74.5 5,696,257 82,184,525 74.1

売上総利益 13,637,016 25.7 15,449,673 25.5 1,812,657 28,663,673 25.9

Ⅲ　その他の営業収
入

1,061,104 2.0 1,158,822 1.9 97,717 2,263,786 2.0

営業総利益 14,698,121 27.7 16,608,496 27.4 1,910,374 30,927,459 27.9

Ⅳ　販売費及び一般
管理費

12,098,890 22.8 14,332,537 23.6 2,233,646 25,978,918 23.4

営業利益 2,599,230 4.9 2,275,958 3.8 △323,271 4,948,541 4.5

Ⅴ　営業外収益 132,695 0.2 56,463 0.1 △76,231 190,824 0.2

Ⅵ　営業外費用 1,113 0.0 8,343 0.1 7,230 50,344 0.1

経常利益 2,730,812 5.1 2,324,078 3.8 △406,733 5,089,021 4.6

Ⅶ　特別利益 1,213 0.0 109,099 0.2 107,885 8,332 0.0

Ⅷ　特別損失 327,427 0.6 234,373 0.4 △93,054 792,201 0.7

税引前中間
（当期）純利
益

2,404,597 4.5 2,198,804 3.6 △205,792 4,305,151 3.9

法人税、住民
税及び事業税

57,483 52,555 106,099

法人税等調整
額

1,052,013 1,109,497 2.1 895,395 947,950 1.5 △161,546 1,671,289 1,777,389 1.6

中間（当期）
純利益

1,295,100 2.4 1,250,854 2.1 △44,245 2,527,762 2.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

 前中間会計期間（自 平成19年３月１日　至 平成19年８月31日）

株主資本

資本金 

資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本

合　　計
資本準備金

その他利益剰余金 

利益剰余金合

　　計別途積立金
繰越利益

剰余金

平成19年２月28日残高 （千円） 2,167,850 2,893,374 24,000,000 3,136,037 27,136,037 △7,653 32,189,608

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立 2,000,000 △2,000,000 － －

剰余金の配当 △542,221 △542,221 △542,221

中間純利益 1,295,100 1,295,100 1,295,100

自己株式の取得  △2,205 △2,205

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計

（千円）　 － － 2,000,000 △1,247,121 752,878 △2,205 750,673

平成19年８月31日残高 （千円） 2,167,850 2,893,374 26,000,000 1,888,916 27,888,916 △9,858 32,940,282

評価・換算

差額等

純資産合計
その他有価証券

評価差額金

平成19年２月28日残高 （千円） 328,297 32,517,906

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立 －

剰余金の配当 △542,221

中間純利益 1,295,100

自己株式の取得  △2,205

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額） △83,141 △83,141

中間会計期間中の変動額合計　　

（千円）　 △83,141 667,532

平成19年８月31日残高 （千円） 245,155 33,185,438
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 当中間会計期間（自 平成20年３月１日　至 平成20年８月31日）

株主資本

資本金 

資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本

合　　計
資本準備金

その他利益剰余金 

利益剰余金合

　　計別途積立金
繰越利益

剰余金

平成20年２月29日残高 （千円） 2,167,850 2,893,374 26,000,000 3,121,578 29,121,578 △10,108 34,172,693

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立 2,000,000 △2,000,000 － －

剰余金の配当 △612,145 △612,145 △612,145

中間純利益 1,250,854 1,250,854 1,250,854

自己株式の取得  △24,493 △24,493

自己株式の処分 △652 △652 3,489 2,837

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）  

中間会計期間中の変動額合計　　

（千円）　 － － 2,000,000 △1,361,943 638,056 △21,004 617,052

平成20年８月31日残高 （千円） 2,167,850 2,893,374 28,000,000 1,759,634 29,759,634 △31,113 34,789,746

評価・換算

差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

平成20年２月29日残高 （千円） 199,767 － 34,372,460

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立  －

剰余金の配当  

△612,145

中間純利益  
1,250,854

自己株式の取得   △24,493

自己株式の処分　  2,837

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額） △29,613 10,665
△18,948

中間会計期間中の変動額合計　　

（千円）　
△29,613 10,665 598,104

平成20年８月31日残高 （千円） 170,153 10,665 34,970,565

マックスバリュ東海（株）（8198） 2009 年２月期　中間決算短信

－ 31 －



 前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成19年３月１日　至 平成20年２月29日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積立金

繰越利益剰余
金

平成19年２月28日残高（千円） 2,167,850 2,893,374 24,000,000 3,136,037 27,136,037 △7,653 32,189,608

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 2,000,000 △2,000,000 － －

剰余金の配当 △542,221 △542,221 △542,221

当期純利益 2,527,762 2,527,762 2,527,762

自己株式の取得 △2,455 △2,455

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） － － 2,000,000 △14,459 1,985,540 △2,455 1,983,085

平成20年２月29日残高（千円） 2,167,850 2,893,374 26,000,000 3,121,578 29,121,578 △10,108 34,172,693

評価・換算
差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

平成19年２月28日残高（千円） 328,297 32,517,906

事業年度中の変動額

別途積立金の積立 －

剰余金の配当 △542,221

当期純利益 2,527,762

自己株式の取得 △2,455

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

△128,530 △128,530

事業年度中の変動額合計（千円） △128,530 1,854,554

平成20年２月29日残高（千円） 199,767 34,372,460

 

 

 

６．その他
 業績の推移、部門別売上高等につきましては本日（平成20年10月８日）公表の「2009年２月期中間決算参考資料」

をご覧ください。
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