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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年2月21日～平成21年8月20日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2月期第2四半期 45,942 ― 73 ― 78 ― 12 ―
21年2月期第2四半期 47,523 6.9 △321 ― △313 ― △1,758 ―

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2月期第2四半期 1.02 ―
21年2月期第2四半期 △146.63 ―

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2月期第2四半期 29,971 2,089 6.9 174.25
21年2月期 29,335 2,092 7.1 174.48

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  2,089百万円 21年2月期  2,092百万円

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2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年2月期 ― 0.00
22年2月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年2月21日～平成22年2月20日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 93,000 0.4 600 ― 500 ― 100 ― 8.33
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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、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) 発行済株式数（普通株式） 

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2月期第2四半期 12,000,000株 21年2月期  12,000,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  7,377株 21年2月期  7,317株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第2四半期 11,992,644株 21年2月期第2四半期 11,992,889株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１. 当事業年度より「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14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
２．本資料に記載されている事業予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、５ページ定性的情報・財務諸表等「３．業績
予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間の経営環境は、昨秋以降の世界的な景気後退の影響による個人消費の減退により極めて厳

しい状況で推移いたしました。また、当社が営業基盤とする北東北エリアにおいては、個人消費の停滞や雇用情勢

のさらなる悪化、少子高齢化に伴う人口減少など、依然として厳しい状況が続いております。 

こうした中で当社は、『店はお客さまのためにある 親切な応対と明るい笑顔』というスローガンを掲げ、営業

力の強化と収益力の改善に取り組んでまいりました。また、イオングループのスケールメリットや共通インフラ機

能等を活かして売上高と利益率の向上をはかり、構造改革によるローコスト経営を実現し、収益力の向上をはかる

ことを目指してまいりました。 

当期の新店としては４月に山形県の「あつみ店」をオープンいたしました。また、お客さまの生活防衛志向・節

約志向に対応するとともに、事業構造変革を目的として前年に開始したディスカウント業態「ザ ビッグ」への転換

を継続し、当第２四半期累計期間中青森県、秋田県、山形県各１店舗、計３店舗の転換を実行いたしました。これ

は、当期の重点課題に設定した「３業態の確立」の一環であります。これに加えて、「ベストプライスbyトップバ

リュ」などによる低価格訴求や、一人当たり買上点数の増大に努めましたが、厳しい経営環境のもと当第２四半期

累計期間中の既存店売上高は対前年同累計四半期比93.4%となりました。 

一方売上総利益面では、前年下期から実施したスーパーバイザー制度の強化による仕入力の向上と商品管理力の

向上に努めたことや、イオンのプライベートブランド「トップバリュ」の売上拡大などにより、売上総利益率は前

年同累計四半期比0.7ポイント改善し23.2%となりました。 

販管費については、フレキシブルな働き方の推進などによる人件費の抑制や設備費の見直しなどによりほぼ計画

どおりに進捗し、販管費全体としては対前年同累計四半期比3.3%の減少となりました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、営業収益459億42百万円（対前年同累計四半期比96.7%）、営業利

益73百万円(前年同累計四半期３億21百万円の営業損失)、経常利益78百万円(前年同累計四半期３億13百万円の経常

損失)、四半期純利益12百万円(前年同累計四半期17億58百万円の四半期純損失)となりました。 

※前年同累計四半期増減率・金額は参考として記載しております 

  

<セグメント別の情報> 

農産・水産・畜産・デリカの生鮮部門においては、産地や生産者にこだわった商品を訴求するとともに、価格競

争力の強化をはかり、一人当たり買上点数の増加に向けた取り組みを行いました。また、社員の午後出勤へのシフ

ト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。お客さ

まの内食志向の高まりを受け調理時間を短縮する商品群が好調に推移いたしましたが、水産グループでは多様化す

る購買動向への対応に課題を残すこととなりました。 

加工食品・デイリー食品部門においては、地域性や季節に合わせた売場づくりに努めるとともに、月ごとに重点

商品を定め販売強化に取り組みました。また、安全・安心への配慮や多様化するお客さまのご要望がより一層反映

されているイオンのプライベートブランド「トップバリュ」の拡販に努めた結果、全体に占める「トップバリュ」

商品の売上構成比は、前年の8.8%に比べて大きく伸張し10.0%となりました。 

非食品部門では、食品部門と同様に「トップバリュ」の拡販に努め構成比を伸ばすことができましたが、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。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報
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<商品部門別売上状況>  

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） 

  

（資産） 

   流動資産は、前事業年度末に比べ７億97百万円増加し、62億42百万円となりました。これは、売掛金が７億 

  69百万円増加、現金及び預金が41百万円減少したこと等によります。 

  固定資産は前事業年度末に比べ１億60百万円減少し、237億29百万円となりました。これは、有形固定資産  

  が２億32百万円増加、投資その他の資産の差入保証金が２億93百万円減少したこと等によります。 

   この結果総資産は、前事業年度末に比べ６億36百万円増加し、299億71百万円となりました。 

（負債） 

   流動負債は、前事業年度末に比べ８億49百万円増加し、193億29百万円となりました。これは、支払手形及 

  び買掛金が11億43百万円、流動負債その他が５億85百万円増加し、設備関係支払手形が17億63百万円減少した 

  こと等によります。 

   固定負債は、前事業年度末に比べ２億10百万円減少し、85億52百万円となりました。これは、固定負債その 

  他が１億12百万円減少したこと等によります。 

   この結果負債合計は、前事業年度末に比べ６億39百万円増加し、278億81百万円となりました。 

（純資産） 

   純資産合計は、前事業年度末に比べ２百万円減少し、20億89百万円となりました。これは、その他有価証券 

  評価差額金15百万円の減少等によります。  

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第２四半期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、８億６百万円となりまし 

  た。当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  ①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、21億４百万円となりました。その主な要因は仕入債務の増加11億43百万  

   円、減価償却費７億33百万円、その他負債の増加５億50百万円による収入と売上債権の増加による支出７億 

   69百万円等によるものです。 

   ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

    投資活動の結果使用した資金は、25億57百万円となりました。その主な要因は有形固定資産の取得よる支 

   出27億円等によるものです。 

  ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

   財務活動の結果得られた資金は、５億６百万円となりました。その主な要因は長期借入れによる収入12億  

   円等によるものです。 

  期  別 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 前事業年度 

    2008年２月21日から 2009年２月21日から 2008年２月21日から 

    2008年８月20日まで 2009年８月20日まで 2009年２月20日まで 

  商品部門別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

       ％ ％ ％

   加 工 食 品  16,713,089 36.0 16,116,912 36.0 32,344,859 35.8

   生 鮮 食 品  15,655,754 33.7 15,153,435 33.8 30,536,924 33.7

   デイリー食品  11,646,622 25.1 11,288,823 25.2 22,804,099 25.2

   食 品 部 門 計  44,015,466 94.8 42,559,170 95.0 85,685,883 94.7

   ノ ン フ ー ズ  2,338,238 5.0 2,147,406 4.8 4,561,156 5.0

   そ の 他  95,229 0.2 87,672 0.2 229,884 0.3

   非食品部門計  2,433,467 5.2 2,235,079 5.0 4,791,041 5.3

   合 計  46,448,934 100.0 44,794,249 100.0 90,476,925 100.0

２．財政状態に関する定性的情報
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  第３四半期以降も厳しい経営環境が続くと予想されますが、火曜市・週末の強化や、水産をはじめとする生鮮

グループの改革、地産地消のさらなる推進などで売上高の確保に取り組むとともに、高品質で低価格を実現した

トップバリュ商品の販売拡大に努めることや、在庫回転日数の改善をはかることなどにより売上総利益高の確保

に努めてまいります。 

  経費につきましても、効率的な働き方の追求や販促費のコントロール、設備費項目では電気料のさらなる削減

や清掃費の削減をはかるほか、細部にわたる総合的な見直しによる効率的な活用と削減に努めてまいります。 

  また、東北に基盤を置くイオングループ４社の機能を一部統合することによって、商品力の強化をはかるとと

もに地域対応力の強化やさらなる地元密着を進めます。また、後方機能の共有化をはかるなどの取り組みを推進

し、人的資質の向上やコスト効率の改善など機能統合のメリットを追及してまいります。 

  以上により、通期の業績予想につきましては、2009年４月６日の決算短信発表時に公表いたしました業績予想

に変更はありません。 

   

①会計処理基準に関する事項の変更 

  棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価 

切下げを行っております。 

②一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

③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、前事業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ため、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニ 

ングを利用しております。  

①会計処理基準の変更 

 ・当事業年度より「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、「四半期財務諸 

    表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

     ・通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として「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によっておりましたが、第１四半期会計期間より  

          「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）が適用されたこと 

           に伴い、主として「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（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。  

           これにより、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(2009年８月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2009年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 806,787 848,021

受取手形及び売掛金 1,673,845 904,264

商品 2,476,100 2,440,547

貯蔵品 24,530 21,925

前払費用 119,297 132,902

繰延税金資産 298,154 189,165

未収入金 613,991 664,257

その他 231,784 245,999

貸倒引当金 △2,180 △2,182

流動資産合計 6,242,310 5,444,901

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,868,448 14,331,013

工具、器具及び備品（純額） 487,699 331,329

土地 5,329,083 5,346,149

建設仮勘定 3,000 447,449

有形固定資産合計 20,688,232 20,455,942

無形固定資産 35,625 37,139

投資その他の資産   

投資有価証券 114,936 128,296

長期前払費用 922,642 877,114

繰延税金資産 － 123,551

差入保証金 1,880,155 2,173,968

その他 92,618 98,833

貸倒引当金 △4,780 △4,587

投資その他の資産合計 3,005,572 3,397,178

固定資産合計 23,729,430 23,890,261

資産合計 29,971,740 29,335,163
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(2009年８月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2009年２月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,699,814 6,555,995

短期借入金 4,980,000 4,710,000

1年内返済予定の長期借入金 2,256,250 1,958,850

未払金及び未払費用 2,079,398 1,921,712

未払法人税等 57,659 58,781

未払消費税等 156,215 －

賞与引当金 73,204 47,261

役員業績報酬引当金 4,492 －

店舗閉鎖損失引当金 3,692 29,858

設備関係支払手形 708,103 2,471,950

その他 1,310,188 725,157

流動負債合計 19,329,018 18,479,567

固定負債   

長期借入金 5,304,450 5,365,650

退職給付引当金 451,251 402,370

長期預り保証金 2,074,948 2,160,058

長期店舗閉鎖損失引当金 11,592 11,592

繰延税金負債 12,826 －

その他 697,873 823,352

固定負債合計 8,552,941 8,763,022

負債合計 27,881,960 27,242,590

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,335,000 1,335,000

資本剰余金 1,812,645 1,812,645

利益剰余金 △1,033,301 △1,045,621

自己株式 △6,925 △6,891

株主資本合計 2,107,418 2,095,131

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △17,637 △2,558

評価・換算差額等合計 △17,637 △2,558

純資産合計 2,089,780 2,092,573

負債純資産合計 29,971,740 29,335,163
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 2009年２月21日 
 至 2009年８月20日) 

売上高 44,794,249

売上原価 34,409,757

売上総利益 10,384,492

その他の営業収入 1,148,558

営業総利益 11,533,050

販売費及び一般管理費 11,459,751

営業利益 73,299

営業外収益  

受取利息 2,672

受取配当金 3,357

債務勘定整理益 12,631

補助金収入 34,911

違約金収入 32,597

その他 4,176

営業外収益合計 90,346

営業外費用  

支払利息 76,993

その他 8,079

営業外費用合計 85,072

経常利益 78,572

特別利益  

店舗閉鎖損失引当金戻入額 14,141

その他 1

特別利益合計 14,143

特別損失  

減損損失 17,065

その他 5,362

特別損失合計 22,428

税引前四半期純利益 70,288

法人税、住民税及び事業税 32,298

法人税等調整額 25,669

法人税等合計 57,968

四半期純利益 12,319
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 2009年５月21日 
 至 2009年８月20日) 

売上高 23,498,343

売上原価 18,070,260

売上総利益 5,428,083

その他の営業収入 578,428

営業総利益 6,006,512

販売費及び一般管理費 5,750,079

営業利益 256,432

営業外収益  

受取利息 1,284

受取配当金 790

債務勘定整理益 6,464

補助金収入 33,261

違約金収入 32,597

その他 2,165

営業外収益合計 76,564

営業外費用  

支払利息 38,839

その他 2,515

営業外費用合計 41,355

経常利益 291,641

特別利益  

店舗閉鎖損失引当金戻入額 14,141

投資有価証券評価損戻入額 6,875

特別利益合計 21,017

特別損失  

減損損失 17,065

貸倒引当金繰入額 60

その他 3,349

特別損失合計 20,476

税引前四半期純利益 292,182

法人税、住民税及び事業税 14,346

法人税等調整額 9,903

法人税等合計 24,250

四半期純利益 267,932
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 2009年２月21日 
 至 2009年８月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 70,288

減価償却費 733,011

減損損失 17,065

貸倒引当金の増減額（△は減少） 191

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,943

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） 4,492

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △26,166

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48,881

受取利息及び受取配当金 △6,029

支払利息 76,993

その他の損益（△は益） △46,048

売上債権の増減額（△は増加） △769,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,157

仕入債務の増減額（△は減少） 1,143,819

未払金の増減額（△は減少） 70,509

未払消費税等の増減額（△は減少） 156,215

その他の資産の増減額（△は増加） 92,438

その他の負債の増減額（△は減少） 550,560

小計 2,104,427

利息及び配当金の受取額 4,376

利息の支払額 △77,807

その他の収入 31,380

その他の支出 △17,417

法人税等の支払額 △34,902

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,010,055

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 △2,700,227

差入保証金の差入による支出 △3,689

差入保証金の回収による収入 311,088

預り保証金の受入による収入 56,009

預り保証金の返還による支出 △103,968

その他 △116,667

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,557,455

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） 270,000

長期借入れによる収入 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △963,800

その他 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー 506,166
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（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 2009年２月21日 
 至 2009年８月20日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,233

現金及び現金同等物の期首残高 848,021

現金及び現金同等物の四半期末残高 806,787
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 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）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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 2008年２月21日 
至 2008年８月20日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 売上高 46,448,934 

Ⅱ 売上原価 35,990,252 

売上総利益 10,458,682 

Ⅲ その他営業収入 1,074,898 

   営業総利益 11,533,581 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 11,855,431 

営業損失 321,850 

Ⅴ 営業外収益 98,379 

Ⅵ 営業外費用 90,410 

経常損失 313,880 

Ⅶ 特別利益 354,307 

Ⅷ 特別損失 632,254 

税引前中間純損失 591,826 

法人税、住民税及び事業税 37,345 

法人税等調整額 1,129,326 

中間純損失 1,758,499 
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間 

（自 2008年２月21日 
至 2008年８月20日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益 △591,826 

減価償却費 648,333 

減損損失  305,924 

貸倒引当金の増加額 816 

賞与引当金の減少額  △16,253 

役員賞与引当金の減少額  △3,480 

閉店損失引当金の減少額  △83,400 

退職給付引当金の増加額  38,643 

受取利息及び配当金  △26,482 

支払利息  56,586 

有形固定資産売却益  △18,169 

有形固定資産除売損  972 

その他の収益  △409,623 

その他の費用  39,565 

売上債権の増加額  △448,473 

たな卸資産の増加額  △323,530 

仕入債務の増加額  1,604,444 

未払金の減少額  △15,757 

その他債権の増加額 △187,918 

その他債務の増加額  450,228 

小計 1,020,596 

利息及び配当金の受取額 23,722 

利息の支払額  △52,391 

その他の収入 210,511 

法人税等の支払額 △84,892 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,117,545 
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前中間会計期間 

（自 2008年２月21日 
至 2008年８月20日） 

区分 金額（千円） 

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 △1,366,040 

有形固定資産売却による収入  234,109 

差入保証金の預入による支出 △61,794 

差入保証金の回収による収入 88,606 

預り保証金の受入による収入  245,159 

預り保証金の返済による支出  △163,447 

その他投資活動による支出  △110,202 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,133,609 

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 720,000 

長期借入金返済による支出 △637,600 

その他 △95 

財務活動によるキャッシュ・フロー 82,304 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 66,240 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 796,626 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 861,867 

    

マックスバリュ東北㈱(2655) 2010年2月期第2四半期決算短信(非連結)

－15－


	短信サマリー和暦版.pdf
	短信後半.pdf
	短信定性的情報.pdf
	短信XBRL.pdf
	短信注記情報.pdf


