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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

（注）当第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 49,606 ― 385 ― 495 ― △559 ―

20年3月期第2四半期 49,913 7.2 206 △68.6 329 △58.2 217 △58.6

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △15.93 ―

20年3月期第2四半期 6.11 6.11

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

21年3月期第2四半期 74,723 26,707 35.7 764.51
20年3月期 76,375 27,601 36.1 782.69

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  26,675百万円 20年3月期  27,567百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

通期 100,480 0.9 1,200 66.7 1,400 59.2 200 △70.0 5.73

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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ〔定性的情報・財務諸表等〕 ４．その他 を参照ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ〔定性的情報・財務諸表等〕 ４．その他 を参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．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くものであります。実際の業績は、今後、個人消費や気象条件など様々な要因によって予想数
値と異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表等規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  39,611,134株 20年3月期  39,611,134株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,718,741株 20年3月期  4,389,213株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  35,151,788株 20年3月期第2四半期  35,684,115株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期累計期間の連結経営成績は、ディスカウントストアＭｒＭａｘの既存店前年比が第１四半期（４月～

６月）97.0％から、第２四半期（７月～９月）には101.1％と前年を上回りましたが、昨年７月に開店した新店２店

舗の開店セールの反動などで、連結売上高は前年同期比99.2%に留まりました。商品分類別では、酒類や米、ペット

ボトル飲料等の食品の売上が好調だった一方で、昨年の任天堂DSのヒットの反動の影響を受けたゲーム機本体及びソ

フトや、DVDレコーダー、プレーヤーなどの売上が前年を下回りました。

　売上高に不動産賃貸収入を加えた連結営業収益は４９６億６百万円（前年同期比99.4%）となりました。

　一方、重点商品に絞り込んだ仕入活動により、連結荒利益率が前年同期比0.7%改善したことなどから、不動産賃貸

収入を加えた連結営業総利益は１２２億５１百万円（前年同期比102.6%）となりました。

連結営業利益は３億８５百万円（前年同期比187.0%）、連結経常利益は４億９５百万円（前年同期比150.1%）となり

ました。

　第１四半期において、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用により、期首在庫にかかる棚卸資産の変更差額

１０億２６百万円を特別損失に計上しました。この結果、連結四半期純損失は５億５９百万円（前年同期は２億１７

百万円の黒字）となりました。

　なお、前年同期比は参考として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１） 資産・負債・純資産の状況

（総資産）

　当第２四半期末における総資産は、商品の減少などにより、前連結会計年度末に比べて１６億５２百万円減少し、

７４７億２３百万円となりました。

（負債）

　負債は、買掛金や借入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べて７億５８百万円減少し、４８０億１６百

万円となりました。

（純資産）

　純資産は、利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べて８億９３百万円減少し、２６７億７百万円

となりました。

（２） 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）

　税金等調整前四半期純利益は５億１２百万円の損失となりましたが、費用のうち、たな卸資産の評価損１０億２

６百万円や減価償却費９億２７百万円は、現金支出を伴わないため、営業活動により得られた資金は１４億４８百

万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　有形固定資産の取得２億２９百万円、無形固定資産の取得１億５７百万円などにより、投資活動に使用した資金

は、６億円となりました。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　長期借入金による収入４０億円に対し、長期・短期の借入れを４４億６４百万円返済したことなどにより、財務

活動に使用した資金は７億５４百万円となりました。

　これらの結果、当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ９３百万円増加

し、１３億４３百万円となりました。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　国内経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融市場の混乱や、原油・原材料価格の高騰、年金問

題など、先行きの不透明感が一層深まり、個人消費も低迷が続くものと思われます。

　このような状況の中、当社グループは、「安さ」を少なくとも１ヶ月以上継続して訴求するPower Price商品の強

化など、ディスカウントストアとしてお客様に「安い」と感じていただける価格設定と、売れ筋商品と生活必需品

に絞り込んだ品揃えにより、ご来店お客様数と、お客様１人当たり買上個数の増加を追求してまいります。また、

7月には、大野城店（福岡県大野城市）に、初めて医薬品と日配食品の売場を導入、10月には続いて熊本インター店

（熊本市）に医薬品売場を導入し、取扱い商品を拡大し、さらにお客様の利便性を高めた店舗の提供に努めており

ます。

　なお、今期中の新店は、既存の神辺店（広島県福山市）を移転増床し、11月20日に「ＭｒＭａｘ新神辺店」を開

店する予定です。「ＭｒＭａｘ新神辺店」は、医薬品と日配食品を導入した新型店舗として、開店いたします。

　このような状況を踏まえ、通期の連結業績予想は以下の通りです。第２四半期の業績は、平成20年10月21日に発

表の「平成21年３月期第２四半期累計期間　業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の通り、営業利益、経常利

益は当初の予想を上回る数値となりましたが、上記経済環境などを鑑み、通期の連結業績予想は、平成20年７月30

日発表の数値を据え置きます。

（連結業績予想）

 営業収益 １,００４億８０百万円（前期比100.9％）

 営業利益  　　１２億円（前期比166.7％）

 経常利益  　　１４億円（前期比159.2％）

 当期純利益  　　２億円（前期比30.0％）

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）

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第２四半期を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（３）四半期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

①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、

主として売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,343 1,250

売掛金 1,759 1,134

商品 7,868 9,370

その他 1,081 1,316

流動資産合計 12,053 13,072

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,151 19,715

土地 28,764 28,764

その他（純額） 925 920

有形固定資産合計 48,841 49,400

無形固定資産 369 289

投資その他の資産   

投資有価証券 399 459

その他 13,065 13,158

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 13,459 13,613

固定資産合計 62,670 63,303

資産合計 74,723 76,375

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,866 12,846

短期借入金 360 530

1年内返済予定の長期借入金 7,758 7,898

未払法人税等 67 30

賞与引当金 411 414

その他 3,015 3,118

流動負債合計 24,478 24,838

固定負債   

長期借入金 14,931 15,085

退職給付引当金 423 405

その他 8,182 8,445

固定負債合計 23,537 23,936

負債合計 48,016 48,774
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,229 10,229

資本剰余金 9,951 9,951

利益剰余金 8,561 9,297

自己株式 △2,007 △1,893

株主資本合計 26,735 27,585

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △58 △13

繰延ヘッジ損益 △1 △3

評価・換算差額等合計 △59 △17

少数株主持分 31 33

純資産合計 26,707 27,601

負債純資産合計 74,723 76,375
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 47,455

売上原価 37,355

売上総利益 10,100

不動産賃貸収入 2,151

営業総利益 12,251

販売費及び一般管理費  

販売費 2,507

一般管理費 9,358

販売費及び一般管理費合計 11,865

営業利益 385

営業外収益  

受取利息 48

受取手数料 102

仕入割引 105

その他 61

営業外収益合計 318

営業外費用  

支払利息 174

その他 34

営業外費用合計 208

経常利益 495

特別利益  

テナント解約収入 31

その他 0

特別利益合計 32

特別損失  

固定資産除却損 6

たな卸資産評価損 1,026

その他 6

特別損失合計 1,040

税金等調整前四半期純損失（△） △512

法人税等 49

少数株主損失（△） △1

四半期純損失（△） △559
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △512

減価償却費 927

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18

賞与引当金の増減額（△は減少） △2

受取利息及び受取配当金 △50

支払利息 174

有形固定資産除却損 6

たな卸資産評価損 1,026

売上債権の増減額（△は増加） △693

たな卸資産の増減額（△は増加） 462

仕入債務の増減額（△は減少） 20

その他 △97

小計 1,280

利息及び配当金の受取額 10

利息の支払額 △156

法人税等の支払額 △43

法人税等の還付額 358

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,448

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 △229

無形固定資産の取得による支出 △157

投資有価証券の取得による支出 △24

投資有価証券の売却による収入 4

その他 △193

投資活動によるキャッシュ・フロー △600

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △170

長期借入れによる収入 4,000

長期借入金の返済による支出 △4,294

配当金の支払額 △176

その他 △114

財務活動によるキャッシュ・フロー △754

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 93

現金及び現金同等物の期首残高 1,250

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,343
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

 
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　売上高  47,835

Ⅱ　売上原価  37,968

売上総利益  9,867

Ⅲ　不動産賃貸収入  2,077

営業総利益  11,945

Ⅳ　販売費及び一般管理費   

１．販売費 2,478  

２．一般管理費 9,260 11,739

営業利益  206

Ⅴ　営業外収益   

１．受取利息 43  

２．受取配当金 4  

３．仕入割引 116  

４．受取手数料 92  

５．雑収入 43 299

Ⅵ　営業外費用   

１．支払利息 156  

２．雑支出 19 175

経常利益  329

Ⅶ　特別利益   

１．テナント解約収入 33  

２．投資有価証券売却益 33  

３．退職給付制度移行差益 20 86

Ⅷ　特別損失   

１．固定資産除却損 1  

２．投資有価証券売却損 0  

３．投資有価証券評価損 5 8

税金等調整前中間純利益  407

法人税等  202

少数株主損失（△）  △12

中間純利益  217
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（２）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４月１日
　至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 407

減価償却費 937

賞与引当金の減少額 △10

退職給付引当金の減少額 △31

役員退職慰労引当金の減少額 △1,002

受取利息及び受取配当金 △47

支払利息 156

投資有価証券評価損 5

固定資産除却損 1

売上債権の増加額 △1,010

たな卸資産の増加額 △243

仕入債務の増加額 1,217

その他 △93

小計 288

利息及び配当金の受取額 12

利息の支払額 △129

法人税等の支払額 △751

営業活動によるキャッシュ・フロー △580

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △60

投資有価証券の売却による収入 167

有形固定資産の取得による支出 △911

無形固定資産の取得による支出 △8

その他 △277

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,091

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 10

長期借入による収入 6,050

長期借入金の返済による支出 △4,390

配当金の支払額 △179

その他 △166

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,324

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △347

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,136

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 1,788

  

株式会社ミスターマックス（8203）　平成21年3月期　第2四半期決算短信

－ 9 －




