
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

（注）平成22年３月期第３四半期累計期間より非連結で開示しております。このため、前第１四半期との比較は記載して
おりません。  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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（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３月期第１四半期  24,143  －  9  －  62  －  △301  －

22年３月期第１四半期  －  －  －  －  －  －  －  －

  
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３月期第１四半期  △9  03  －      

22年３月期第１四半期  －        －      

  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３月期第１四半期  72,816  21,506  29.5  643  83

22年３月期  70,737  21,995  31.1  658  44

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 21,506百万円 22年３月期 21,995百万円

  
年間配当金

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３月期  －        5 00 －      5 00  10  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  5 00 －      5 00  10  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  53,000  2.9  450  △34.8  550  △30.8  0  －  －      

通期  111,000  7.3  900  19.0  1,100  11.2  300  △66.4  8  98



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。  

※  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見通し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。 

なお、業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添

付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 39,611,134株 22年３月期 39,611,134株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 6,206,430株 22年３月期 6,206,152株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 33,404,797株 22年３月期１Ｑ 33,407,142株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

「普段の暮らしをより豊かに、より便利に、より楽しく」を経営理念とする当社は、「価値ある安さ」をお客

様に提供するべく、当第１四半期会計期間においても、特に購買頻度の高い、普段の暮らしに直結する商品につ

いて、年間を通じて低価格を実現する取り組みを強化してまいりました。４月１日から対象がより厳格化したエ

コポイントに対応したプライベート・ブランドの２２インチ地デジ液晶テレビを税込２９，７８０円でいち早く

発売するなど、品質と価格のバランスがとれた商品の提供に努めております。 

また、４月には既存店の八本松店（広島県東広島市）を増床リニューアルし、生鮮食品を導入したスーパーセ

ンター２号店として開店いたしました。ワンストップショッピングを充実させ、お客様の利便性をさらに高める

店舗の提供に努めております。 

当第１四半期会計期間の経営成績は、売上高に不動産賃貸収入を加えた営業収益が、２４１億４３百万円とな

りました。販売費及び一般管理費は５９億５７百万円となり、その結果、営業利益は９百万円、経常利益は６２

百万円となりました。また、資産除去債務に関する会計基準適用により、特別損失３億５百万円を計上し、四半

期純損失は３億１百万円となりました。 

資産除去債務に関する会計基準の適用については、３ページ ２.その他の情報 (２)会計処理の原則・手続、

表示方法等の変更の概要をご参照下さい。 

  

（参考情報） 

当社は、前事業年度において連結子会社がなくなったため、前第１四半期会計期間との比較は行っておりま

せん。前第１四半期会計期間との比較ハイライトは下記のとおりです。 

・売上高の主な増減要因 

 酒類やスナック菓子等の食品の売上が好調だった一方で、昨年の新型インフルエンザによるマスクの売上増

の反動があった他、天候不順等の影響を受け、エアコンや冷却ジェルマット等の売上が伸び悩みました。ま

た、当第１四半期会計期間より、商品が顧客に販売されると同時に商品の仕入が発生する、いわゆる消化仕入

と呼ばれる取引について、従来売上高及び売上原価を総額で計上しておりましたが、売上高と売上原価を相殺

して純額にて売上高を計上する方法に変更いたしました。この変更により、従来の方法に比べて売上高及び売

上原価が８億９０百万円減少しております。 

・経費（販売費及び一般管理費）の主な増減要因 

 前第１四半期会計期間に比べ、店舗数が２店舗増加したことなどから、人件費など新店に伴う経費が増加し

ました。  

  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

    
 平成23年３月期 

第１四半期  

 平成22年３月期 

第１四半期  
増減額 

前年同期比 

増減  

 営業収益    24,143   25,004   △861  % △3.4

   売上高   23,060   23,926   △866  % △3.6

   不動産賃貸収入   1,083   1,078   5  % 0.5

 営業総利益    5,966   5,942   25  % 0.4

 販売費及び一般管理費    5,957   5,678   280  % 4.9

 営業利益    9   263   △255  % △96.5

 経常利益    62   318   △255  % △80.3

 四半期純利益（△純損失）   △301   247   －   －
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（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産・負債・資本の状況 

（総資産） 

当第１四半期会計期間における総資産は、売掛金や商品の増加などにより、前事業年度末に比べ２０億７９百

万円増加して、７２８億１６百万円となりました。 

（負債） 

負債は、買掛金や借入金の増加などにより、前事業年度末に比べ２５億６８百万円増加して５１３億１０百万

円となりました。 

（純資産） 

純資産は、利益剰余金の減少などにより、前事業年度末に比べ４億８８百万円減少して２１５億６百万円とな

りました。 

② キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税引前四半期純損失が２億８０百万円となり、たな卸資産が１０億３９百万円増加したことなどにより、営業

活動の結果使用した資金は、８億２３百万円となりました。 

（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４億４百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は、６億３６百万円と

なりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

借入金の増加１５億７５百万円などにより、財務活動により得られた資金は、１４億５百万円となりました。 

これらの結果、当第１四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ５７百万

円減少し、１３億７百万円となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

商品が顧客に販売されると同時に商品の仕入が発生する、いわゆる消化仕入と呼ばれる取引について、売上高

と売上原価を相殺して純額にて売上高を計上する方法に変更したことに伴い、営業収益（売上高＋不動産賃貸収

入）の修正を行ないました。  

  

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくものであります。実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。  

   

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定する方法によっております。

 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、前事業年度末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。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ10百万円減少し、税引前四半期純利益は、316百万円減少し

ております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は770百万円であります。 

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,258 1,317

売掛金 1,874 1,146

有価証券 49 46

商品 8,386 7,349

貯蔵品 63 60

その他 1,552 1,575

流動資産合計 13,183 11,496

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 15,185 14,974

土地 27,389 27,367

その他（純額） 2,708 2,632

有形固定資産合計 45,283 44,974

無形固定資産 400 373

投資その他の資産   

その他 13,954 13,898

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 13,949 13,892

固定資産合計 59,633 59,241

資産合計 72,816 70,737

株式会社ミスターマックス（8203）　平成23年3月期　第1四半期決算短信

－ 4 －



（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,998 13,185

短期借入金 600 －

1年内返済予定の長期借入金 8,150 7,725

未払法人税等 33 281

引当金 175 391

その他 3,787 3,814

流動負債合計 26,744 25,398

固定負債   

長期借入金 15,000 14,450

引当金 492 478

資産除去債務 770 －

その他 8,302 8,415

固定負債合計 24,565 23,344

負債合計 51,310 48,742

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,229 10,229

資本剰余金 9,951 9,951

利益剰余金 3,957 4,426

自己株式 △2,542 △2,542

株主資本合計 21,596 22,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △81 △74

繰延ヘッジ損益 △8 4

評価・換算差額等合計 △89 △70

純資産合計 21,506 21,995

負債純資産合計 72,816 70,737
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 23,060

売上原価 18,176

売上総利益 4,883

不動産賃貸収入 1,083

営業総利益 5,966

販売費及び一般管理費  

販売費 1,176

一般管理費 4,780

販売費及び一般管理費合計 5,957

営業利益 9

営業外収益  

受取利息 24

受取手数料 52

仕入割引 37

その他 34

営業外収益合計 149

営業外費用  

支払利息 86

その他 9

営業外費用合計 95

経常利益 62

特別利益  

投資有価証券売却益 1

テナント解約収入 1

特別利益合計 2

特別損失  

固定資産除却損 8

投資有価証券売却損 4

投資有価証券評価損 27

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 305

特別損失合計 345

税引前四半期純損失（△） △280

法人税、住民税及び事業税 16

法人税等調整額 3

法人税等合計 20

四半期純損失（△） △301
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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（△） △280

減価償却費 444

引当金の増減額（△は減少） △202

受取利息及び受取配当金 △29

支払利息 86

投資有価証券売却損益（△は益） 2

投資有価証券評価損益（△は益） 27

有形固定資産除却損 8

テナント解約収入 △1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 305

売上債権の増減額（△は増加） △893

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,039

仕入債務の増減額（△は減少） 906

その他 136

小計 △528

利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △76

法人税等の支払額 △226

営業活動によるキャッシュ・フロー △823

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 △404

無形固定資産の取得による支出 △15

投資有価証券の取得による支出 △14

投資有価証券の売却による収入 37

その他 △239

投資活動によるキャッシュ・フロー △636

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額（△は減少） 600

長期借入れによる収入 3,000

長期借入金の返済による支出 △2,025

配当金の支払額 △152

その他 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,405

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △57

現金及び現金同等物の期首残高 1,364

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,307
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

前四半期に係る四半期損益計算書  

  

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成していますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。 

（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

４．補足情報

  （単位：百万円）

  
 前第１四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日） 

売上高  23,926

売上原価  19,062

売上総利益  4,863

不動産賃貸収入  1,078

営業総利益  5,942

販売費及び一般管理費  

販売費  1,158

一般管理費  4,520

販売費及び一般管理費合計  5,678

営業利益  263

営業外収益  

受取利息  24

受取手数料  58

仕入割引  48

その他  23

営業外収益合計  155

営業外費用  

支払利息  79

その他  22

営業外費用合計  101

経常利益  318

特別利益  

投資有価証券売却益  2

テナント解約収入  2

特別利益合計  5

特別損失  

固定資産除却損  3

投資有価証券売却損  2

投資有価証券評価損  5

特別損失合計  12

税引前四半期純利益  311

法人税、住民税及び事業税  60

法人税等調整額  2

四半期純利益  247
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