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1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年2月21日～平成21年11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3四半期 67,462 ― 0 ― △20 ― △97 ―

21年2月期第3四半期 69,771 6.1 △621 ― △633 ― △2,064 ―

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3四半期 △8.11 ―

21年2月期第3四半期 △172.13 ―

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3四半期 29,405 1,981 6.7 165.25
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3四半期  1,981百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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、４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、４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3四半期  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3四半期  7,437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3四半期  11,992,629株 21年2月期第3四半期  11,992,818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。 
２．本資料に記載されている業績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、４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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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四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局面から一部持ち直しの動きが

見られるものの、個人消費は低迷し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、雇用情勢のさらなる悪化や個人消費の停滞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。 

また、お客さまの低価格志向の高まりに対応して、生活必需品を納得品質・低価格でご提供する「ベ

ストプライス by トップバリュ」の強化などにより価格競争力の向上をはかるとともに、内食志向や

健康志向に対応する売場づくりに努め、一人当たり買上点数の増大をはかりました。こうした結果、

厳しい環境のもと当第３四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 94.0%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地域商品の仕入

力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 23.3%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 3.6%の減少となりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、営業収益 674 億 62 百万円(対前年同累計四半期比

96.7%）、営業利益 0 百万円(前年同累計四半期６億 21 百万円の営業損失)、経常損失 20 百万円(前年

同累計四半期６億 33 百万円の経常損失)、四半期純損失 97 百万円(前年同累計四半期 20 億 64 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 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態の変動状況 

（資産） 

 流動資産は、前事業年度末に比べ６億 16 百万円増加し、60 億 61 百万円となりました。これは、受

取手形及び売掛金５億 61 百万円が増加したこと等によります。 

  固定資産は前事業年度末に比べ５億 46 百万円減少し、233 億 43 百万円となりました。これは、有

形固定資産が減価償却等により 37 百万円減少、投資その他の資産が差入保証金の返還等により５億

６百万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 70 百万円増加し、294 億５百万円となりました。 

（負債） 

 流動負債は、前事業年度末に比べ８億１百万円増加し、192 億 80 百万円となりました。これは、短

期借入金及び１年内返済予定の長期借入金が 23 億 16 百万円、流動負債その他の預り金等が４億 20

百万円増加し、設備関係支払手形が 22 億 14 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６億 19 百万円減少し、81 億 43 百万円となりました。これは、長

期借入金の返済及び１年内返済予定の長期借入金への振替えと、固定負債その他が１億 72 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１億 81 百万円増加し、274 億 23 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１億 10 百万円減少し、19 億 81 百万円となりました。これは、

四半期純損失 97 百万円とその他有価証券評価差額金 13 百万円の減少の発生等によります。 
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（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四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 71 百万

円となりました。当第３四半期累計会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、10 億 35 百万円となりました。その主な要因は減価償却費 11

億 16 百万円、その他の負債の増加２億 47 百万円、未払消費税の増加２億 35 百万円等による収

入と売上債権の増加による支出５億 61 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、29 億 16 百万円となりました。その主な要因は有形固定資産

の取得による支出 32 億 46 百万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 

   財務活動により得られた資金は、19 億４百万円となりました。その主な要因は短期借入金の純

増加額 18 億 50 百万円、長期借入れによる収入 15 億円及び、長期借入金の返済による支出 14 億

45 百万円等によるものです。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

  今後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、トップバリュ商

品の販売拡大に努め、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額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。さらに、後方機能の共有化・共用

化をはかるなどの取り組みを推進し、人的効率の向上やコスト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。 

 

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 

①会計処理基準に関する変更事項 

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実施棚卸を省略し、第２四半期末の実

施棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

また、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３四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た場合には、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。 
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（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更 

・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、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 
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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３四半期会計期間末 
(2009年11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 871,053 848,021

受取手形及び売掛金 1,465,815 904,264

商品 2,470,801 2,440,547

貯蔵品 26,246 21,925

前払費用 128,445 132,902

繰延税金資産 289,392 189,165

未収入金 576,555 664,257

その他 235,468 245,999

貸倒引当金 △2,037 △2,182

流動資産合計 6,061,741 5,444,901

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,594,654 14,331,013

工具、器具及び備品（純額） 505,274 331,329

土地 5,315,384 5,346,149

建設仮勘定 3,000 447,449

有形固定資産合計 20,418,313 20,455,942

無形固定資産 34,623 37,139

投資その他の資産   

投資有価証券 66,582 128,296

長期前払費用 893,272 877,114

繰延税金資産 5,936 123,551

差入保証金 1,840,756 2,173,968

その他 89,174 98,833

貸倒引当金 △4,693 △4,587

投資その他の資産合計 2,891,028 3,397,178

固定資産合計 23,343,966 23,890,261

資産合計 29,405,707 29,335,163
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(2009年11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 6,577,398 6,555,995

短期借入金 6,560,000 4,710,000

1年内返済予定の長期借入金 2,425,800 1,958,850

未払金及び未払費用 1,900,333 1,921,712

未払法人税等 28,535 58,781

未払消費税等 235,684 －

賞与引当金 131,326 47,261

役員業績報酬引当金 11,623 －

店舗閉鎖損失引当金 7,000 29,858

設備関係支払手形 257,603 2,471,950

その他 1,145,442 725,157

流動負債合計 19,280,747 18,479,567

固定負債   

長期借入金 4,953,000 5,365,650

退職給付引当金 474,881 402,370

長期預り保証金 2,053,047 2,160,058

長期店舗閉鎖損失引当金 11,592 11,592

その他 650,633 823,352

固定負債合計 8,143,155 8,763,022

負債合計 27,423,902 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 △1,142,909 △1,045,621

自己株式 △6,962 △6,891

株主資本合計 1,997,773 2,095,131

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,969 △2,558

評価・換算差額等合計 △15,969 △2,558

純資産合計 1,981,804 2,092,573

負債純資産合計 29,405,707 29,335,163

マックスバリュ東北㈱(2655) 平成22年2月期第3四半期決算短信(非連結)

－7－



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 2009年２月21日 
 至 2009年11月20日) 

売上高 65,762,083

売上原価 50,444,256

売上総利益 15,317,826

その他の営業収入 1,700,108

営業総利益 17,017,934

販売費及び一般管理費 17,017,281

営業利益 653

営業外収益  

受取利息 3,801

受取配当金 3,787

債務勘定整理益 18,971

補助金収入 35,476

違約金収入 34,709

その他 10,183

営業外収益合計 106,929

営業外費用  

支払利息 117,912

その他 10,192

営業外費用合計 128,104

経常損失（△） △20,521

特別利益  

固定資産売却益 329

投資有価証券売却益 9,672

店舗閉鎖損失引当金戻入額 10,833

貸倒引当金戻入額 38

その他 1,979

特別利益合計 22,854

特別損失  

減損損失 17,065

固定資産除売却損 3,725

投資有価証券評価損 7,264

その他 5,850

特別損失合計 33,906

税引前四半期純損失（△） △31,572

法人税、住民税及び事業税 50,045

法人税等調整額 15,669

法人税等合計 65,714

四半期純損失（△） △97,287
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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３四半期累計期間 
(自 2009年２月21日 
 至 2009年11月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △31,572

減価償却費 1,116,923

減損損失 17,065

貸倒引当金の増減額（△は減少） △38

賞与引当金の増減額（△は減少） 84,065

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） 11,623

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △22,858

退職給付引当金の増減額（△は減少） 72,511

受取利息及び受取配当金 △7,588

支払利息 117,912

有形固定資産売却損益（△は益） △329

固定資産除却損 3,725

投資有価証券売却損益（△は益） △9,672

その他の損益（△は益） △79,002

売上債権の増減額（△は増加） △561,550

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,574

仕入債務の増減額（△は減少） 21,403

未払金の増減額（△は減少） △14,691

未払消費税等の増減額（△は減少） 235,684

その他の資産の増減額（△は増加） 14,841

その他の負債の増減額（△は減少） 247,553

小計 1,181,429

利息及び配当金の受取額 5,583

利息の支払額 △110,147

その他の収入 66,611

その他の支出 △15,011

法人税等の支払額 △93,006

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,035,457

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 △3,246,650

有形固定資産の売却による収入 11,125

投資有価証券の売却による収入 55,172

差入保証金の差入による支出 △4,079

差入保証金の回収による収入 443,101

預り保証金の受入による収入 62,256

預り保証金の返還による支出 △120,253

その他 △117,326

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,916,654
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（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 2009年２月21日 
 至 2009年11月20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） 1,850,000

長期借入れによる収入 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △1,445,700

その他 △70

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,904,229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,031

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 871,053
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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等 

（１）（要約）前第３四半期損益計算書 

  

  

  

科目 

前年同四半期累計期間 
（2008年2月21日 

     2008年11月20日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 68,143,139 

Ⅱ 売上原価 52,740,364 

  売上総利益 15,402,774 

Ⅲ その他営業収入 1,628,837 

  営業総利益 17,031,612 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 17,653,051 

  営業損失 621,438 

Ⅴ 営業外収益 120,538 

Ⅵ 営業外費用 132,907 

  経常損失 633,807 

Ⅶ 特別利益 418,695 

Ⅶ 特別損失 664,249 

  税金等調整前四半期純損失 879,362 

  税金費用 1,184,930 

  四半期純損失 2,064,292 
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