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1.  平成22年1月期第2四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年7月31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2四半期 57,293 ― 308 ― 312 ― 16 ―

21年1月期第2四半期 56,480 3.3 736 100.2 805 118.4 159 ―

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2四半期 0.66 0.66
21年1月期第2四半期 6.24 6.24

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2四半期 41,336 13,348 32.3 523.17
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2四半期  13,317百万円 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 118,500 2.9 2,010 △2.5 2,000 △7.6 500 △19.4 19.64
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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  

(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、５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、４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2四半期 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2四半期  55,297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2四半期 25,455,394株 21年1月期第2四半期 25,480,709株
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当第２四半期連結累計期間では、昨年来の金融危機から一部の企業で業績改善がみられる一方、中部圏

における雇用環境は一層厳しさを増しており、個人消費は引き続き低調な状態となっております。小売業

におきましても、業種業態を越えた価格競争に拍車がかかり、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、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。消費動向が今まで

以上に価格に敏感になる中、イオン共通のプライベートブランド「トップバリュ」については、新たなラ

インアップが加わり、さらにお客さまの支持が拡大し、売上高構成比は当第２四半期連結累計期間では

11.9％（前中間期10.6％）となっております。  

 当第２四半期連結累計期間の既存店売上高は、前年同期間比96.3％（当初計画99.0％）となり、既存店

前年同期間客数99.4％、同客単価96.9％と、低価格政策により１人当たりの買上点数が向上（同期間比

100.9％）するなど一定の効果がみられましたが、１品当たりの平均単価が大きく低下（同96.1％）する

ことで客単価が低下し、既存店売上高の当初計画を下回りました。  

 店舗運営面においては、昨年より導入しております新システムを活用し、商品補充プロセスの再構築に

よる欠品改善、発注作業や補充作業の削減等を進めております。  

 当事業年度からは、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２四半期連結累計期間で48店舗の活性化を行っております。オペレーシ

ョン改革部を中心として、効率的なオペレーションの浸透を進め、全店舗の業務の効率化と生産性の向上

を図っております。 

 この結果、第２四半期連結累計期間の業績は、営業収益（売上高とその他の営業収入の合計）572億93

百万円、営業利益３億８百万円、経常利益３億12百万円となりました。四半期純利益につきましては、減

損損失１億24百万円等を特別損失に計上したことにより16百万円となりました。  

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２四半期連結累計期間における商品小売事業は、前連結会計年度及び第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営業収益は558億36百万円（前中間期

比101.3％）、営業利益は２億７百万円（前中間期比40.3％）となりました。 

②不動産等賃貸事業 

当第２四半期連結累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

より営業収益は14億57百万円（前中間期比105.3％）、営業利益は６億３百万円（前中間期比

104.4％）となりました。 
  

当第２四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14億１百万円減少し413億36百万円

となりました。増減の主な内訳は、現金及び預金が４億11百万円、売掛金が３億87百万円、有形固定資産

が４億65百万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２四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11億66百万円減少し279億

88百万円となりました。増減の主な内訳は、短期借入金が12億56百万円増加しましたが、設備関係支払手

形が17億70百万円、未払法人税等が８億４百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

 当第２四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２億35百万円減少し133億48百

万円となりました。増減の主な内訳は、四半期純利益による利益剰余金の増加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。 

  

【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
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（キャッシュ・フローの状況）   

当第２四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13億３百万円減少し、91百万円となりました。 

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８億60百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利

益１億53百万円、減価償却費９億83百万円等の計上と売上債権の増加３億87百万円及び法人税等の支払

額９億80百万円等によるものであります。 

投資活動の結果、使用した資金は25億65百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得によ

る支出23億55百万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４億円となりました。これは主に、借入れによる収入６億52百万円

と配当金の支払額２億51百万円等によるものであります。 

  

営業力の強化、経費の圧縮などの対策を講じ、８月度の売上高は第２四半期連結累計期間に比べて改善

傾向となっておりますが、第３四半期以降も厳しい経済環境が続くことが予想されます。売上高確保が例

年にも増して厳しいことを想定し、年内に全店舗でイオングループの電子マネー「ＷＡＯＮ」が利用でき

るようシステムを整備し、顧客の囲い込みによる売上高確保に取り組んでまいります。 

 また、高品質で低価格かつ利益率が高いトップバリュ商品の販売拡大に努め、荒利益高の確保に取り組

んでまいります。 

 経費につきましても、当事業年度からスタートしております経費削減プロジェクトでの施策の計画的な

実行に加え、効率的なオペレーションの全店舗への浸透を図りつつ、本部人員についても削減を行うな

ど、経費の効率的な活用と削減に努めてまいります。 

 以上により、平成21年３月17日付の「2009年１月期決算短信」発表時に公表いたしました「2010年1月

期の連結業績予想」に変更はありません。 
  
  

①営業活動によるキャッシュ・フロー

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
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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２四半期連結累計期間の損益及びセグメント

情報に与える影響は軽微であります。 
  

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２四半期連結会計期間末
(平成21年７月31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 1,048,770 1,459,837

売掛金 896,980 1,284,730

有価証券 － 3,006

商品 2,503,899 2,486,540

繰延税金資産 412,120 454,543

その他 1,240,621 1,087,320

貸倒引当金 △947 △1,447

流動資産合計 6,101,444 6,774,531

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,111,891 15,514,938

機械装置及び運搬具（純額） 161,463 67,828

土地 9,535,797 9,594,318

建設仮勘定 126,843 139,761

その他（純額） 1,274,203 1,359,040

有形固定資産合計 26,210,199 26,675,886

無形固定資産   

のれん 1,697,741 1,687,952

その他 277,868 291,411

無形固定資産合計 1,975,610 1,979,364

投資その他の資産   

投資有価証券 690,112 723,110

繰延税金資産 1,276,781 1,231,538

差入保証金 3,751,551 3,877,160

その他 1,564,179 1,708,148

貸倒引当金 △233,148 △231,109

投資その他の資産合計 7,049,476 7,308,848

固定資産合計 35,235,286 35,964,099

資産合計 41,336,730 42,738,630
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年７月31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 10,566,360 10,538,612

短期借入金 2,956,841 1,700,000

1年内返済予定の長期借入金 609,424 641,146

未払金及び未払費用 2,607,253 2,723,699

未払法人税等 204,718 1,009,671

未払消費税等 251,710 198,881

賞与引当金 343,349 305,613

役員業績報酬引当金 32,701 －

役員賞与引当金 － 77,246

ポイント引当金 164,896 161,120

店舗閉鎖損失引当金 52,311 51,311

設備関係支払手形 410,838 2,181,307

その他 851,768 884,693

流動負債合計 19,052,175 20,473,303

固定負債   

長期借入金 4,797,622 4,413,454

その他の引当金 23,790 21,768

長期預り保証金 3,610,904 3,695,889

その他 504,225 550,404

固定負債合計 8,936,543 8,681,515

負債合計 27,988,718 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 4,124,390 4,362,129

自己株式 △41,782 △41,676

株主資本合計 13,349,394 13,587,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32,035 △12,173

評価・換算差額等合計 △32,035 △12,173

新株予約権 30,653 8,746

純資産合計 13,348,012 13,583,811

負債純資産合計 41,336,730 42,738,630
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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：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 55,836,150

売上原価 42,209,055

売上総利益 13,627,095

その他の営業収入 1,457,487

営業総利益 15,084,582

販売費及び一般管理費 14,775,809

営業利益 308,772

営業外収益  

受取利息 8,165

受取配当金 6,962

違約金収入 26,316

その他 55,130

営業外収益合計 96,576

営業外費用  

支払利息 76,141

その他 17,165

営業外費用合計 93,307

経常利益 312,041

特別利益  

貸倒引当金戻入額 660

特別利益合計 660

特別損失  

固定資産除却損 12,743

減損損失 124,179

その他 22,103

特別損失合計 159,026

税金等調整前四半期純利益 153,675

法人税、住民税及び事業税 126,548

法人税等調整額 10,311

法人税等合計 136,859

四半期純利益 16,815
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 【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 28,536,320

売上原価 21,586,562

売上総利益 6,949,758

その他の営業収入 726,030

営業総利益 7,675,789

販売費及び一般管理費 7,437,005

営業利益 238,783

営業外収益  

受取利息 4,032

受取配当金 6,910

違約金収入 1,229

その他 20,253

営業外収益合計 32,425

営業外費用  

支払利息 38,938

その他 9,951

営業外費用合計 48,890

経常利益 222,318

特別利益  

貸倒引当金戻入額 584

特別利益合計 584

特別損失  

固定資産除却損 12,743

減損損失 101,669

その他 21,146

特別損失合計 135,559

税金等調整前四半期純利益 87,343

法人税、住民税及び事業税 △67,751

法人税等調整額 117,377

法人税等合計 49,625

四半期純利益 37,718
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31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 153,675

減価償却費 983,614

減損損失 124,179

のれん償却額 174,210

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,539

賞与引当金の増減額（△は減少） 37,736

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） △22,638

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 1,000

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,776

その他の引当金の増減額（△は減少） 2,022

受取利息及び受取配当金 △15,128

支払利息 76,141

固定資産除却損 12,743

売上債権の増減額（△は増加） 387,750

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,396

仕入債務の増減額（△は減少） 27,747

未払消費税等の増減額（△は減少） 52,829

その他の流動資産の増減額（△は増加） 19,917

その他の流動負債の増減額（△は減少） △112,587

その他の固定負債の増減額（△は減少） △14,124

その他 16,616

小計 1,895,624

利息及び配当金の受取額 7,632

利息の支払額 △62,012

法人税等の支払額 △980,555

営業活動によるキャッシュ・フロー 860,688

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 74,078

有形固定資産の取得による支出 △2,355,853

有形固定資産の売却による収入 18,000

無形固定資産の取得による支出 △204,792

差入保証金の差入による支出 △131,256

差入保証金の回収による収入 136,592

預り保証金の返還による支出 △128,240

預り保証金の受入による収入 49,619

貸付金の回収による収入 1,069

その他 △14,456

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,565,268
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

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） 300,000

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △347,554

自己株式の取得による支出 △105

配当金の支払額 △251,618

財務活動によるキャッシュ・フロー 400,721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,303,857

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 91,929

マックスバリュ中部㈱（8171） 平成22年1月期 第2四半期決算短信

11



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２四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年７月31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 

  

 当第２四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２四半期連結累計期間に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 55,836,150 1,457,487 57,293,638 ― 57,293,638

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高 ― 10,378 10,378 (10,378) ―

計 55,836,150 1,467,865 57,304,016 (10,378) 57,293,638

  営業利益 207,426 603,156 810,582 (501,810) 308,772

【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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 前年同四半期に係る財務諸表等 

  （要約）中間連結損益計算書 

 
  

  

「参考資料」

科目

前中間連結会計期間
(自 平成20年２月１日

 至 平成20年７月31日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 55,096,151
Ⅱ 売上原価 41,370,368
   売上総利益 13,725,783
Ⅲ その他の営業収入 1,384,099
   営業総利益 15,109,883
Ⅳ 販売費及び一般管理費 14,373,663
   営業利益 736,219
Ⅴ 営業外収益 141,512
Ⅵ 営業外費用 72,480
   経常利益 805,252
Ⅶ 特別利益 37,156
Ⅷ 特別損失 349,464
  税金等調整前中間純利益 492,944
   法人税、住民税及び事業税 301,078
   法人税等調整額 32,751
   中間純利益 159,115
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  （要約）中間連結キャッシュフロー計算書 

 
  

科目

前中間連結会計期間 
(自 平成20年２月１日 

 至 平成20年７月31日)

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
  税金等調整前中間純利益 492,944
  減価償却費 983,615
  減損損失 293,516
  のれん償却額 155,810
  賞与引当金の増加額 17,205
  役員賞与引当金の増加額 33,097
  閉店損失引当金の増加額 26,406
  受取利息及び配当金 △16,621
  支払利息 66,878
  固定資産売却益 △35,326
  固定資産除却損 7,021
  売上債権の増加額 △37,414
  棚卸資産の増加額 △151,758
  仕入債務の増加額 321,549
  未払消費税の減少額 △48,153
  その他 117,158

小     計 2,225,930
  利息及び配当金の受取額 10,089
  利息の支払額 △66,183      
  法人税等の支払額 △32,431
  法人税等の還付による収入 406,078
  営業活動によるキャッシュ・フロー 2,543,483
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
  有形固定資産の取得による支出 △1,518,850
  無形固定資産の取得による支出 △41,980
  有形固定資産の売却による収入 71,946
  差入保証金の差入による支出 △75,105
  差入保証金の返還による収入 128,093
  貸付金の回収による収入 101,139
  預り保証金の増加額 58,563
  その他 △329,947
  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,606,139
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 △100,000
  長期借入金の借入による収入 4,230,000
  長期借入金の返済による支出 △4,429,500
  自己株式の取得による支出 △153
  配当金の支払額 △254,808
  財務活動によるキャッシュ・フロー △554,461
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 382,883
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,131,326
Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,514,209
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