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1.  平成22年1月期第1四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年4月30日） 

 

(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 ％

22年1月期第1四半期 28,031 ― 69 ― 89 ― △20 ―

21年1月期第1四半期 27,683 4.0 301 119.5 298 117.6 127 ―

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

22年1月期第1四半期 △0.82 ―

21年1月期第1四半期 5.02 5.02

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

22年1月期第1四半期 41,806 13,315 31.8 521.88
21年1月期 42,738 13,583 31.8 533.29

（参考） 自己資本   22年1月期第1四半期  13,284百万円 21年1月期  13,575百万円

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

21年1月期 ― ― ― 10.00 10.00

22年1月期 ―

22年1月期 
（予想）

― ― 10.00 10.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

58,000 2.7 550 △25.3 550 △31.7 100 △37.2 3.93

通期 118,500 2.9 2,010 △2.5 2,000 △7.6 500 △19.4 19.64

1



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．その他をご覧ください。 

(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） 

(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、その他特記事項 

１．業績予想は、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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値とは異なる
場合があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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） 22年1月期第1四半期 25,510,623株 21年1月期  25,510,623株

② 期末自己株式数 22年1月期第1四半期  55,242株 21年1月期  55,173株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第1四半期 25,445,417株 21年1月期第1四半期 25,480,773株
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当第１四半期（2009年２月1日から2009年４月30日まで）は、世界的な不況の影響による企業業績や雇

用情勢の悪化により個人消費の低迷が続き、小売業におきましては、引き続き厳しい経営環境が続いてお

ります。  

 このような状況の中で当社は、お客さま満足の向上を目指し「シンプル＆ロープライス」をスローガン

に、簡素でより効率的なビジネスプロセスの構築とイオンのグループ力を活かした商品調達やトップバリ

ュ商品等の更なる販売拡大を図り、競争に打ち勝つ価格の実現に取り組んでおります。  

 また、品揃えや販売方法、店舗オペレーションの単純化・標準化、設備の改善等を目的に既存店舗の活

性化に注力し、当第１四半期は29店舗の活性化を行い、業務の効率化と生産性の向上を図っております。 

 新規出店につきましては、2009年２月に朝日株式会社より譲り受けた「マックスバリュ鵜方店」(三重

県志摩市）、「バリューセンター松阪高町店」（三重県松阪市）の２店舗を開店いたしました。  

 これらの取り組みにより、当第１四半期の業績は、営業収益（売上高とその他の営業収入の合計）280

億31百万円（前年同期比1.3％増）となりましたが、低価格政策により客数・買上点数にある程度の効果

はあったものの競合状況等もあり、荒利益率が低下するとともに活性化投資による経費増も加わり、営業

利益69百万円（同76.8％減）、経常利益89百万円（同70.0％減）、四半期純損失20百万円（前年同期は１

億27百万円の純利益）となりました。   

なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。 

①商品小売事業 

当第１四半期連結会計期間における商品小売事業は、前連結会計年度及び当第１四半期連結会計期

間に開店した新規出店店舗の寄与を含めた営業力の強化等により売上高は272億99百万円、営業利益

は12百万円となりました。 

②不動産等賃貸事業 

当第１四半期連結会計期間における不動産等賃貸事業は、新規出店店舗による賃貸物件の増加等に

よりその他の営業収入は7億31百万円、営業利益は３億４百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ９億32百万円減少し418億6百万円と

なりました。増減の主な内訳は、売掛金が４億48百万円、有形固定資産が２億64百万円それぞれ減少した

ことによるものであります。 

 また、当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ６億64百万円減少し284億

90百万円となりました。増減の主な内訳は、短期借入金が７億52百万円増加いたしましたが、設備関係支

払手形が８億88百万円、未払法人税等が８億13百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億68百万円減少し133億15百

万円となりました。増減の主な内訳は、四半期純損失の計上及び配当金の支払いに係る利益剰余金が減少

したことによるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況）   

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末

に比べ９億37百万円減少し、４億58百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。 

営業活動の結果、得られた資金は３億４百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利

益66百万円、減価償却費４億95百万円等の計上と賞与引当金の増加３億19百万円、売上債権の増加４億

48百万円及び法人税等の支払額９億79百万円等によるものであります。 

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

①営業活動によるキャッシュ・フロー
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投資活動の結果、使用した資金は15億33百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

る支出12億14百万円等によるものであります。 

財務活動の結果、得られた資金は２億91百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入６

億円と配当金の支払額２億18百万円等によるものであります。 

  

2010年１月期の連結業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、本資料の公表時点にお

いて、2009年３月17日の決算短信で発表しました第2四半期連結累計期間及び通期連結業績予想に変更は

ありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

・簡便な会計処理 

 繰延税金資産の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

① 四半期財務諸表に係る会計基準の適用 

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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、売価

還元平均原価法から売価還元平均原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しており

ます。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の売上総利益、営業総

利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が159千円それぞれ減少しております。  

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

②投資活動によるキャッシュ・フロー

③財務活動によるキャッシュ・フロー

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年４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21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,276,356 1,459,837

売掛金 835,989 1,284,730

有価証券 3,012 3,006

商品 2,401,954 2,486,540

繰延税金資産 539,401 454,543

その他 952,769 1,087,320

貸倒引当金 △1,371 △1,447

流動資産合計 6,008,111 6,774,531

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,289,537 15,514,938

機械装置及び運搬具（純額） 65,185 67,828

土地 9,579,667 9,594,318

建設仮勘定 150,565 139,761

その他（純額） 1,326,803 1,359,040

有形固定資産合計 26,411,759 26,675,886

無形固定資産   

のれん 1,776,523 1,687,952

その他 285,226 291,411

無形固定資産合計 2,061,749 1,979,364

投資その他の資産   

投資有価証券 698,539 723,110

繰延税金資産 1,263,523 1,231,538

差入保証金 3,918,448 3,877,160

その他 1,675,202 1,708,148

貸倒引当金 △231,109 △231,109

投資その他の資産合計 7,324,604 7,308,848

固定資産合計 35,798,113 35,964,099

資産合計 41,806,225 42,738,630
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年４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21年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,499,093 10,538,612

短期借入金 2,452,816 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 699,532 641,146

未払金及び未払費用 2,440,070 2,723,699

未払法人税等 195,824 1,009,671

未払消費税等 218,426 198,881

賞与引当金 624,929 305,613

役員業績報酬引当金 19,101 －

役員賞与引当金 － 77,246

ポイント引当金 160,736 161,120

店舗閉鎖損失引当金 51,311 51,311

設備関係支払手形 1,292,585 2,181,307

その他 800,285 884,693

流動負債合計 19,454,712 20,473,303

固定負債   

長期借入金 4,865,268 4,413,454

その他の引当金 21,870 21,768

長期預り保証金 3,632,209 3,695,889

その他 516,747 550,404

固定負債合計 9,036,096 8,681,515

負債合計 28,490,808 29,154,819

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,850,498 3,850,498

資本剰余金 5,416,287 5,416,287

利益剰余金 4,086,672 4,362,129

自己株式 △41,732 △41,676

株主資本合計 13,311,725 13,587,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,961 △12,173

評価・換算差額等合計 △26,961 △12,173

新株予約権 30,653 8,746

純資産合計 13,315,417 13,583,811

負債純資産合計 41,806,225 42,738,630
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 27,299,829

売上原価 20,622,493

売上総利益 6,677,336

その他の営業収入 731,456

営業総利益 7,408,793

販売費及び一般管理費 7,338,804

営業利益 69,988

営業外収益  

受取利息 4,133

受取配当金 52

違約金収入 25,087

その他 34,877

営業外収益合計 64,150

営業外費用  

支払利息 37,202

その他 7,214

営業外費用合計 44,416

経常利益 89,722

特別利益  

貸倒引当金戻入額 76

特別利益合計 76

特別損失  

減損損失 22,509

その他 957

特別損失合計 23,466

税金等調整前四半期純利益 66,331

法人税、住民税及び事業税 194,299

法人税等調整額 △107,065

法人税等合計 87,233

四半期純損失（△） △20,902
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４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利益 66,331

減価償却費 495,424

減損損失 22,509

のれん償却額 86,667

貸倒引当金の増減額（△は減少） △76

賞与引当金の増減額（△は減少） 319,316

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） △36,239

ポイント引当金の増減額（△は減少） △383

その他の引当金の増減額（△は減少） 102

受取利息及び受取配当金 △4,185

支払利息 37,202

売上債権の増減額（△は増加） 448,741

たな卸資産の増減額（△は増加） 88,604

仕入債務の増減額（△は減少） △39,518

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,544

その他の流動資産の増減額（△は増加） 130,080

その他の流動負債の増減額（△は減少） △297,502

その他の固定負債の増減額（△は減少） △11,491

その他 △11,661

小計 1,313,466

利息及び配当金の受取額 572

利息の支払額 △29,995

法人税等の支払額 △979,947

営業活動によるキャッシュ・フロー 304,096

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 △10,028

定期預金の払戻による収入 9,000

有形固定資産の取得による支出 △1,214,214

無形固定資産の取得による支出 △185,685

差入保証金の差入による支出 △129,964

差入保証金の回収による収入 88,860

預り保証金の返還による支出 △63,209

預り保証金の受入による収入 25,431

貸付金の回収による収入 532

その他 △53,860

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,533,137
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △89,800

自己株式の取得による支出 △55

配当金の支払額 △218,428

財務活動によるキャッシュ・フロー 291,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △937,325

現金及び現金同等物の期首残高 1,395,787

現金及び現金同等物の四半期末残高 458,461
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日) 

   
(注) １ 営業収益は売上高とその他の営業収入の合計であります。 

２ 事業区分は内部管理上採用している区分であります。 
３ 各事業の主な内容 
(1) 商品小売事業 ………… 食料品、日用雑貨品等の販売 
(2) 不動産等賃貸事業 …… 不動産賃貸収入及び販売受入手数料(コンセッショナリー部門の収入)等 

４ 会計処理に関する事項  
(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用)  
 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基
準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、売価還元平均原価法か
ら売価還元平均原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。   
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益が商品小売事業で
159千円減少しております。  

  

 当第１四半期連結累計期間における本国以外の国又は地域に所在する子会社及び重要な支店はないた

め売上高はなく、該当事項はありません。 
  

 当第１四半期連結累計期間おいて輸出取引はなく、本国以外の国又は地域に所在する子会社はないた

め輸出高もなく、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

商品小売事業 
(千円)

不動産等 
賃貸事業 
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

営業収益

 (1) 外部顧客に対する売上高 27,299,829 731,456 28,031,286 ― 28,031,286

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高 ― 4,971 4,971 (4,971) ―

計 27,299,829 736,428 28,036,258 (4,971) 28,031,286

  営業利益 12,035 304,578 316,614 (246,625) 69,988

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 前第１四半期に係る財務諸表等 

  （要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

「参考資料」

科目

前第１四半期連結会計期間
(自 平成20年２月１日
 至 平成20年４月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 26,997,037
Ⅱ 売上原価 20,302,635
   売上総利益 6,694,401
Ⅲ その他の営業収入 686,419
   営業総利益 7,380,820
Ⅳ 販売費及び一般管理費 7,079,154
   営業利益 301,666
Ⅴ 営業外収益 32,072
Ⅵ 営業外費用 34,967
   経常利益 298,771
Ⅶ 特別利益 1,164
Ⅷ 特別損失 15,226
  税金等調整前四半期純利益 284,709
   法人税、住民税及び 
   事業税 144,509

   法人税等調整額 12,220
   四半期純利益 127,979
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