
2010 年 4 月 12 日 
各 位 

会 社 名  マックスバリュ東北株式会社 
代 表 者 名  代表取締役社長  勝浦二郎 

（コード番号 2655 東証第 2部） 
問 合 せ 先  取締役 

経営管理本部長  橋本 隆 
（電話 018－847－2792） 

 
(訂正・数値データ訂正あり)「平成 22 年 2 月期決算短信」の一部訂正について 

 

 2010 年 4 月 6 日に公表いたしました「平成 22 年 2 月期決算短信」の一部に誤りがござい

ましたので、下記のとおり訂正いたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂

正後の数値データも送信いたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 
【訂正箇所】 
16 ページ、(4)キャッシュ・フロー計算書、投資活動によるキャッシュ・フロー 
(訂正前)                              (単位：千円) 
 前事業年度 

(自 2008 年 2 月 21 日 
至 2009 年 2 月 20 日) 

当事業年度 
(自 2009 年 2 月 21 日 
至 2010 年 2 月 20 日) 

差入保証金の差入による支出 
差入保証金の回収による収入 
その他 

△72,197 
174,287 

△167,491 

△7,825 
368,877 

△114,565 
(訂正後)                               (単位：千円) 
 前事業年度 

(自 2008 年 2 月 21 日 
至 2009 年 2 月 20 日) 

当事業年度 
(自 2009 年 2 月 21 日 
至 2010 年 2 月 20 日) 

差入保証金の差入による支出 
差入保証金の回収による収入 
その他 

△72,197 
174,287 

△167,491 

△4,290 
356,388 

△105,611 
 

以上 

 
 

 
 



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(2009年２月20日) 

当事業年度 
(2010年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 848,021 974,922

売掛金 904,264 1,021,877

商品 2,440,547 2,333,872

貯蔵品 21,925 21,201

前払費用 132,902 137,179

繰延税金資産 189,165 85,316

未収入金 664,257 638,424

その他 245,999 240,547

貸倒引当金 △2,182 △2,278

流動資産合計 5,444,901 5,451,062

固定資産   

有形固定資産   

建物 18,795,943 19,809,451

減価償却累計額 △6,716,073 △7,671,246

建物（純額） 12,079,869 12,138,204

構築物 3,941,442 4,092,132

減価償却累計額 △1,690,297 △1,921,410

構築物（純額） 2,251,144 2,170,721

工具、器具及び備品 986,438 1,230,509

減価償却累計額 △655,108 △743,536

工具、器具及び備品（純額） 331,329 486,973

土地 5,346,149 5,297,369

建設仮勘定 447,449 3,000

有形固定資産合計 20,455,942 20,096,268

無形固定資産   

ソフトウエア 4,952 3,421

その他 32,187 30,220

無形固定資産合計 37,139 33,641

投資その他の資産   

投資有価証券 128,296 60,000

出資金 2,741 2,741

長期前払費用 877,114 859,558

繰延税金資産 123,551 1,926

差入保証金 ※1  2,173,968 ※1  1,830,600

その他 96,092 85,357

貸倒引当金 △4,587 △3,673

投資その他の資産合計 3,397,178 2,836,510

固定資産合計 23,890,261 22,966,421

資産合計 29,335,163 28,417,483



（単位：千円）

前事業年度 
(2009年２月20日) 

当事業年度 
(2010年２月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,555,995 8,359,476

短期借入金 4,710,000 4,590,000

1年内返済予定の長期借入金 1,958,850 2,275,800

未払金 896,929 909,015

未払費用 1,024,782 1,011,453

未払法人税等 58,781 58,326

未払消費税等 － 339,840

預り金 353,831 745,698

賞与引当金 47,261 71,763

役員業績報酬引当金 － 2,964

店舗閉鎖損失引当金 29,858 12,592

設備関係支払手形 2,471,950 82,033

その他 371,326 282,777

流動負債合計 18,479,567 18,741,742

固定負債   

長期借入金 5,365,650 4,496,550

退職給付引当金 402,370 168,333

長期店舗閉鎖損失引当金 11,592 －

長期預り保証金 2,160,058 2,056,853

長期リース資産減損勘定 708,269 527,230

その他 115,083 87,334

固定負債合計 8,763,022 7,336,302

負債合計 27,242,590 26,078,044

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,335,000 1,335,000

資本剰余金   

資本準備金 1,812,645 1,812,645

資本剰余金合計 1,812,645 1,812,645

利益剰余金   

利益準備金 338,521 338,521

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 138,020 134,697

別途積立金 300,000 300,000

繰越利益剰余金 △1,822,163 △1,554,877

利益剰余金合計 △1,045,621 △781,659

自己株式 △6,891 △6,987

株主資本合計 2,095,131 2,358,997

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,558 △19,557

評価・換算差額等合計 △2,558 △19,557

純資産合計 2,092,573 2,339,439

負債純資産合計 29,335,163 28,417,483



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月20日) 

当事業年度 
(自 2009年２月21日 
 至 2010年２月20日) 

売上高 90,476,925 87,692,399

売上原価   

商品期首たな卸高 2,245,722 2,440,547

当期商品仕入高 69,795,009 67,062,784

合計 72,040,732 69,503,332

他勘定振替高 ※1  71,737 ※1  59,991

商品期末たな卸高 2,440,547 2,334,121

商品売上原価 69,528,446 67,109,219

売上総利益 20,948,478 20,583,179

営業収入   

不動産賃貸収入 1,903,798 2,003,940

その他の営業収入 283,348 256,662

営業収入合計 2,187,146 2,260,603

営業総利益 23,135,625 22,843,783

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 805,166 893,091

給料手当及び賞与 9,007,887 8,614,613

賞与引当金繰入額 47,261 71,763

役員業績報酬引当金繰入額 － 2,964

退職給付費用 199,712 218,642

法定福利及び厚生費 1,360,661 1,331,312

通信交通費 311,406 269,718

水道光熱費 2,472,633 2,235,892

消耗品費 1,637,460 1,551,171

地代家賃 2,537,451 2,453,990

賃借料 986,174 961,682

修繕維持費 1,445,438 1,394,864

減価償却費 1,333,935 1,496,964

租税公課 299,954 342,415

その他 667,235 720,437

販売費及び一般管理費合計 23,112,380 22,559,525

営業利益 23,244 284,257



（単位：千円）

前事業年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月20日) 

当事業年度 
(自 2009年２月21日 
 至 2010年２月20日) 

営業外収益   

受取利息 6,597 4,931

受取配当金 27,047 3,787

債務勘定整理益 30,980 25,529

違約金収入 18,087 36,430

協賛金収入 11,127 －

補助金収入 71,663 67,586

その他 19,812 15,129

営業外収益合計 185,316 153,394

営業外費用   

支払利息 131,803 159,568

地代家賃 42,084 9,489

その他 13,072 2,857

営業外費用合計 186,959 171,915

経常利益 21,600 265,736

特別利益   

固定資産売却益 ※2  39,899 ※2  3,005

投資有価証券売却益 ※5  130,653 ※5  9,672

退職給付引当金戻入額 － 329,170

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 9,853

収用補償金 331,026 －

その他 48,804 4,012

特別利益合計 550,384 355,715

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  1,579 ※3  3,794

店舗閉鎖損失 89,228 －

投資有価証券評価損 － 7,516

減損損失 ※4  765,826 ※4  48,355

店舗閉鎖損失引当金繰入額 8,180 －

その他 53,629 7,178

特別損失合計 918,444 66,844

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △346,459 554,607

法人税、住民税及び事業税 72,380 66,890

法人税等調整額 1,548,257 223,755

法人税等合計 1,620,637 290,645

当期純利益又は当期純損失（△） △1,967,096 263,961



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月20日) 

当事業年度 
(自 2009年２月21日 
 至 2010年２月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,335,000 1,335,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,335,000 1,335,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,812,645 1,812,645

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,812,645 1,812,645

資本剰余金合計   

前期末残高 1,812,645 1,812,645

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,812,645 1,812,645

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 338,521 338,521

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 338,521 338,521

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 141,344 138,020

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △3,323 △3,323

当期変動額合計 △3,323 △3,323

当期末残高 138,020 134,697

別途積立金   

前期末残高 550,000 300,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △250,000 －

当期変動額合計 △250,000 －

当期末残高 300,000 300,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △108,390 △1,822,163

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 3,323 3,323

別途積立金の取崩 250,000 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,967,096 263,961

当期変動額合計 △1,713,773 267,285

当期末残高 △1,822,163 △1,554,877



（単位：千円）

前事業年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月20日) 

当事業年度 
(自 2009年２月21日 
 至 2010年２月20日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 921,475 △1,045,621

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,967,096 263,961

当期変動額合計 △1,967,096 263,961

当期末残高 △1,045,621 △781,659

自己株式   

前期末残高 △6,700 △6,891

当期変動額   

自己株式の取得 △191 △96

当期変動額合計 △191 △96

当期末残高 △6,891 △6,987

株主資本合計   

前期末残高 4,062,419 2,095,131

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,967,096 263,961

自己株式の取得 △191 △96

当期変動額合計 △1,967,287 263,865

当期末残高 2,095,131 2,358,997

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 169,362 △2,558

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △171,920 △16,999

当期変動額合計 △171,920 △16,999

当期末残高 △2,558 △19,557

評価・換算差額等合計   

前期末残高 169,362 △2,558

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △171,920 △16,999

当期変動額合計 △171,920 △16,999

当期末残高 △2,558 △19,557

純資産合計   

前期末残高 4,231,782 2,092,573

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △1,967,096 263,961

自己株式の取得 △191 △96

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △171,920 △16,999

当期変動額合計 △2,139,207 246,865

当期末残高 2,092,573 2,339,439



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月20日) 

当事業年度 
(自 2009年２月21日 
 至 2010年２月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △346,459 554,607

減価償却費 1,333,935 1,496,964

減損損失 496,182 41,058

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,754 △817

賞与引当金の増減額（△は減少） △76,316 24,502

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） － 2,964

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,004 －

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △96,562 △28,858

退職給付引当金の増減額（△は減少） 76,165 △234,036

受取利息及び受取配当金 △33,644 △8,718

支払利息 131,803 159,568

有形固定資産売却損益（△は益） △39,302 △101

有形固定資産除却損 456 890

投資有価証券売却損益（△は益） △130,653 △9,672

収用補償金 △331,026 －

その他の損益（△は益） △103,894 △137,398

売上債権の増減額（△は増加） △493,242 △117,612

たな卸資産の増減額（△は増加） △198,580 107,399

仕入債務の増減額（△は減少） △19,387 1,803,481

未払金の増減額（△は減少） △227,228 31,828

未払消費税等の増減額（△は減少） － 339,840

その他の資産の増減額（△は増加） △136,751 27,011

その他の負債の増減額（△は減少） 93,295 63,700

小計 △101,462 4,116,601

利息及び配当金の受取額 32,189 5,634

利息の支払額 △127,882 △149,699

収用補償金の受取額 331,026 －

その他の収入 151,671 126,331

その他の支出 △50,405 △17,805

法人税等の支払額 △117,272 △67,579

営業活動によるキャッシュ・フロー 117,864 4,013,482

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 △4,286,617 △3,486,647

有形固定資産の売却による収入 277,904 27,887

投資有価証券の売却による収入 874,581 55,172

差入保証金の差入による支出 △72,197 △4,290

差入保証金の回収による収入 174,287 356,388

預り保証金の受入による収入 326,750 86,247

預り保証金の返還による支出 △260,196 △143,482

その他 △167,491 △105,611

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,132,978 △3,214,335



（単位：千円）

前事業年度 
(自 2008年２月21日 
 至 2009年２月20日) 

当事業年度 
(自 2009年２月21日 
 至 2010年２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） 690,000 △120,000

長期借入れによる収入 3,800,000 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △1,422,300 △2,052,150

その他の支出 △191 △96

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,067,508 △672,246

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 52,394 126,900

現金及び現金同等物の期首残高 795,626 848,021

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  848,021 ※1  974,922
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