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1.  平成23年2月期第1四半期の業績（平成22年2月21日～平成22年5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 ％

23年2月期第1四半期 21,641 △1.0 △34 ― △84 ― △93 ―

22年2月期第1四半期 21,866 ― △183 ― △213 ― △255 ―

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

23年2月期第1四半期 △7.76 ―

22年2月期第1四半期 △21.31 ―

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

23年2月期第1四半期 28,135 2,253 8.0 187.59
22年2月期 28,417 2,339 8.2 195.07

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  2,249百万円 22年2月期  2,339百万円

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

22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年2月期 ―

23年2月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

45,000 △2.1 350 377.5 300 281.8 100 711.7 8.34

通期 88,000 △2.2 700 146.3 600 125.8 300 13.7 25.02
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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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期第1四半期  12,000,000株 22年2月期  12,000,000株

② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  7,516株 22年2月期  7,476株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 23年2月期第1四半期  11,992,510株 22年2月期第1四半期  11,992,683株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。 

－2－



 

【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１四半期会計期間の経営環境は、政府の景気対策等により一部業種に持ち直しの動きが見られ

るものの、個人消費の停滞が続き全体としては厳しい状況が続いております。また、当社が営業基盤

とする北東北エリアにおいても、少子高齢化による人口減少が進むとともに雇用情勢も低迷が続いて

おります。 

こうした中で当社は、前年から引き続き『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、４社から

６社になった東北エリアのイオングループ企業間での共働など、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、お値打ち価格をお客さまに実感していただくことを目標に、1 日に 100 個以上販売できる単

品を作り上げ買上点数の増大につなげていこうとする取り組みである「チャレンジ 100」の品目数を

増加させ、店舗競争力の強化をはかってまいりました。これらの取り組みを実施した結果、一点単価

が対前年同四半期比 96.8%となり、当第１四半期会計期間の既存店売上高は同 98.7%となりました。

なお、期間中の既存店一人当たり買上点数は対前年同四半期比 102.5%と伸ばすことができました。 

一方売上総利益面では、価格競争の激化等の要因もあり売上総利益率は前年同四半期比 0.4 ポイン

ト低下し 22.8%となりましたが、これからも地域商品の仕入力向上と商品管理力の向上や、イオンの

プライベートブランド「トップバリュ」の売上拡大を進め売上総利益率の改善に努めてまいります。 

また販管費については、収益性の向上のため従前よりコスト構造改革を進めており、細部にわたり

見直しを行い効率性の向上とコスト削減に努めた結果、販管費全体としては対前年同四半期比 5.3%

の減少となりました。 

以上の結果、当第１四半期会計期間の業績は、営業収益216億41百万円(対前年同四半期比99.0%）、

営業損失 34 百万円(前年同四半期１億 83 百万円の営業損失)、経常損失 84 百万円(前年同四半期２億

13百万円の経常損失)、四半期純損失93百万円(前年同四半期２億55百万円の四半期純損失)となり、

減収増益となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態に関する分析 

（資産） 

  流動資産は、前事業年度末に比べ 53 百万円増加し、55 億４百万円となりました。これは、売掛金

が２億 91 百万円増加し、現金及び預金が１億 54 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３億 34 百万円減少し、226 億 31 百万円となりました。これは、有

形固定資産が、減価償却費３億 75 百万円等により２億 95 百万円の減少、投資その他の資産が、長期

前払費用の減価償却費 27 百万円等により、38 百万円減少しております。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べ２億 81 百万円減少し、281 億 35 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２億 85 百万円増加し、190 億 27 百万円となりました。これは、

短期借入金が 21 億 60 百万円増加し、支払手形及び買掛金が 15 億 85 百万円、未払消費税が１億 83

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４億 81 百万円減少し、68 億 55 百万円となりました。これは、長

期借入金が４億 56 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 95 百万円減少し、258 億 82 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 85 百万円減少し、22 億 53 百万円となりました。これは、四半

期純損失 93 百万円の発生とその他有価証券評価差額金３百万円の増加等によります。 
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（２）キャッシュ・フローの状況の分析 

当第１四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、前年同四半期

会計期間末より１億 70 百万円減少し、８億 20 百万円となりました。当第１四半期会計期間におけ

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。  

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果使用した資金は、15 億 93 百万円（前年同四半期会計期間は５億 86 百万円の収入）

となりました。その主な要因は減価償却費３億 75 百万円の増加等がありましたが、前事業年度末

が金融機関休業日のため買掛金支払が当第１四半期会計期間になったことによる、仕入債務の減少

15 億 85 百万円、売上債権の増加２億 91 百万円等によるものです。 

（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、前年同四半期会計期間より 11 億 18 百万円減少し、93 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１億 12 百万円等によるものです。 

 （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、前年同四半期会計期間より６億 93 百万円増加し、15 億 32 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 21 億 60 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 

  2011 年２月期の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、2010 年４月６日の「2010 年２月期決算短信」で発表いたしました 2011 年２月期第２四半期累

計期間及び通期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１四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、前事業年度末の実

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１四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。 

 

（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 

  該当事項はありません。 

マックスバリュ東北(株)(2655) 2011年２月期第１四半期決算短信(非連結)

－4－



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(2010年５月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2010年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 820,373 974,922

売掛金 1,313,159 1,021,877

商品 2,316,569 2,333,872

貯蔵品 21,344 21,201

前払費用 106,251 137,179

繰延税金資産 116,200 85,316

未収入金 578,577 638,424

その他 233,952 240,547

貸倒引当金 △2,004 △2,278

流動資産合計 5,504,425 5,451,062

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,014,837 14,308,925

工具、器具及び備品（純額） 466,374 486,973

土地 5,312,015 5,297,369

建設仮勘定 7,641 3,000

有形固定資産合計 19,800,869 20,096,268

無形固定資産 32,766 33,641

投資その他の資産   

投資有価証券 63,462 60,000

長期前払費用 831,813 859,558

繰延税金資産 11,879 1,926

差入保証金 1,811,715 1,830,600

その他 82,481 88,098

貸倒引当金 △3,417 △3,673

投資その他の資産合計 2,797,934 2,836,510

固定資産合計 22,631,570 22,966,421

資産合計 28,135,996 28,417,483
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(2010年５月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(2010年２月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,774,370 8,359,476

短期借入金 6,750,000 4,590,000

1年内返済予定の長期借入金 2,125,800 2,275,800

未払金及び未払費用 1,999,548 1,920,468

未払法人税等 28,027 58,326

未払消費税等 156,720 339,840

賞与引当金 133,237 71,763

役員業績報酬引当金 － 2,964

店舗閉鎖損失引当金 12,592 12,592

設備関係支払手形 29,423 82,033

その他 1,017,497 1,028,475

流動負債合計 19,027,216 18,741,742

固定負債   

長期借入金 4,040,100 4,496,550

退職給付引当金 183,880 168,333

長期預り保証金 2,043,027 2,056,853

その他 588,047 614,564

固定負債合計 6,855,055 7,336,302

負債合計 25,882,272 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 1,812,645 1,812,645

利益剰余金 △874,797 △781,659

自己株式 △7,012 △6,987

株主資本合計 2,265,834 2,358,997

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,095 △19,557

評価・換算差額等合計 △16,095 △19,557

新株予約権 3,984 －

純資産合計 2,253,723 2,339,439

負債純資産合計 28,135,996 28,417,483
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 2009年２月21日 
 至 2009年５月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 2010年２月21日 
 至 2010年５月20日) 

売上高 21,295,905 21,084,011

売上原価 16,339,497 16,268,218

売上総利益 4,956,408 4,815,793

その他の営業収入 570,130 557,612

営業総利益 5,526,538 5,373,406

販売費及び一般管理費 5,709,671 5,407,565

営業損失（△） △183,133 △34,159

営業外収益   

受取利息 1,388 1,065

受取配当金 2,567 187

債務勘定整理益 6,166 5,870

補助金収入 1,650 328

違約金収入 － 700

その他 2,011 1,401

営業外収益合計 13,782 9,553

営業外費用   

支払利息 38,153 38,249

シンジケートローン手数料 － 21,261

その他 5,564 680

営業外費用合計 43,717 60,191

経常損失（△） △213,068 △84,797

特別利益   

貸倒引当金戻入額 62 530

その他 － 426

特別利益合計 62 956

特別損失   

減損損失 － 22,613

固定資産除売却損 － 310

投資有価証券評価損 6,875 －

過年度未払給与 － 9,611

その他 2,012 914

特別損失合計 8,887 33,450

税引前四半期純損失（△） △221,894 △117,291

法人税、住民税及び事業税 17,952 16,684

法人税等調整額 15,766 △40,837

法人税等合計 33,718 △24,153

四半期純損失（△） △255,612 △93,138
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 2009年２月21日 
 至 2009年５月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 2010年２月21日 
 至 2010年５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（△） △221,894 △117,291

減価償却費 358,101 375,668

減損損失 － 22,613

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,236 △530

賞与引当金の増減額（△は減少） 55,785 61,473

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） － △2,964

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △250 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,168 15,546

受取利息及び受取配当金 △3,955 △1,253

支払利息 38,153 38,249

有形固定資産除却損 － 310

その他の損益（△は益） 4,550 24,752

売上債権の増減額（△は増加） △562,330 △291,281

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,468 17,159

仕入債務の増減額（△は減少） 417,273 △1,585,106

未払金の増減額（△は減少） 115,316 11,988

未払消費税等の増減額（△は減少） 83,155 △183,120

新株予約権の増減額（△は減少） － 3,984

その他の資産の増減額（△は増加） 10,396 97,943

その他の負債の増減額（△は減少） 364,743 △11,877

小計 675,984 △1,523,733

利息及び配当金の受取額 2,883 231

利息の支払額 △34,935 △33,101

その他の収入 6,732 8,726

その他の支出 △5,271 △10,602

法人税等の支払額 △58,781 △34,577

営業活動によるキャッシュ・フロー 586,612 △1,593,056

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 △1,267,863 △112,360

差入保証金の差入による支出 △540 －

差入保証金の回収による収入 6,364 19,701

預り保証金の受入による収入 27,607 2,710

預り保証金の返還による支出 △31,757 △8,509

その他 △15,942 4,703

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,282,130 △93,755

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） 1,320,290 2,160,000

長期借入金の返済による支出 △481,900 △606,450

その他 △21 △21,285

財務活動によるキャッシュ・フロー 838,369 1,532,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 142,851 △154,548

現金及び現金同等物の期首残高 848,021 974,922

現金及び現金同等物の四半期末残高 990,872 820,373
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当第１四半期累計期間（自 2010年２月21日 至 2010年５月20日） 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間（自 2010年２月21日 至 2010年５月20日） 

 該当事項はありません。  

  

当第１四半期累計期間（自 2010年２月21日 至 2010年５月20日） 

 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

６．その他の情報
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