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1.  平成23年2月期第2四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年8月31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）

売上高 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2四半期 76,598 11.7 1,851 61.9 1,842 57.3 486 31.1
22年2月期第2四半期 68,567 ― 1,143 ― 1,170 ― 370 ―

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2四半期 27.88 27.86
22年2月期第2四半期 21.27 21.26

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2四半期 59,096 36,506 61.8 2,091.88
22年2月期 57,404 36,653 63.8 2,101.06

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  36,498百万円 22年2月期  36,647百万円

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   

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2月期 ― 0.00 ― 36.00 36.00
23年2月期 ― 0.00
23年2月期 

（予想）
― 36.00 36.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 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 155,000 10.0 3,800 5.4 3,600 1.1 1,500 1.6 85.98



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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 

（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） 

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 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2Q 17,494,500株 22年2月期  17,494,500株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  46,928株 22年2月期  52,140株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 17,444,950株 22年2月期2Q  17,429,632株

※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。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」をご覧ください。 



  

  

※  当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料等については、開

催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

               2010年10月７日（木）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策の効果や企業の設備投資の下げ止まりなど、一部

には景気回復の兆しが見られたものの、円高基調による企業の警戒感が高まり先行き不透明感が継続する状況で推

移しました。また、食品スーパーマーケット業界を取り巻く環境は、雇用・所得環境が改善せず個人消費は低迷

し、依然として厳しい状況が続いております。  

このような中、当社は「高コスト体質からの決別 オペレーション改革元年!!」を当事業年度のスローガンに掲

げるとともに、基本の徹底と１円の積み重ねを大切にするという小売業の原点に立ち返り、店内作業の効率化と生

産性の向上に取り組んでおります。 

販売面においては、一人当たり買上点数の増加策に注力し、お客さま視点でわかりやすく買いやすい単品量販の

売場づくりを進めるとともに、当社の名物企画である火曜・水曜市の再構築と夕方からの時間帯の販売強化に取り

組みました。またイオンのグループ力を活かした価格訴求やトップバリュの拡販にも引き続き取り組みました。直

近の８月度におけるトップバリュの売上高構成比は9.9％と前年同月より0.5ポイント上昇いたしました。 

オペレーション改革の取組みにおいては、作業の棚卸しによるムダ・ムラの排除と、適正な人員再配置による作

業効率の改善とその水平展開に取り組みました。また、コスト構造改革として、人時基準に基づく人員再配置等を

行うとともに、経費全般の見直しと引下げを進めたことにより、当第２四半期累計期間における販売費及び一般管

理費の対売上高比率は24.4％と前年同期より0.8ポイント改善しました。 

店舗展開においては、新たに３店舗を開設するとともに、マックスバリュＥＸ業態店舗を中心に９店舗をディ

スカウント業態に転換し収益改善に取り組みました。このほか、お客さまの利便性を重視した購買頻度の高い医

薬品に絞り込んだ医薬品販売コーナーを順次設置いたしました。当第２四半期会計期間末における店舗数は89店

舗、その内ディスカウント業態は12店舗、医薬品の取扱い店舗は９店舗となっております。  

これらの取り組みにより、既存店ベースでの売上高は、第１四半期会計期間においては、94.2％でしたが、当

第２四半期会計期間においては97.7％と回復に転じております。また、コストコントロールを強化した結果、販

売費及び一般管理費は売上の伸びを下回り、対前年同期比93.0％となり利益の底上げを図ることができました。 

以上により当第２四半期累計期間の業績は、売上高765億98百万円(対前年同期比111.7％)、営業利益は18億51

百万円(同161.9％)、経常利益は18億42百万円(同157.3％)、四半期純利益は４億86百万円(同131.1％)となり、二

桁の増収増益を確保することができました。  

  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の分析） 

①資産 

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比し、16億92百万円増加し、590億96百万円となってお

ります。これは現金及び預金の増加10億34百万円、関係会社預け金の増加10億円、売却等による土地の減少

２億69百万円などによるものであります。 

②負債 

当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比し、18億39百万円増加し、225億90百万円となって

おります。これは買掛金が16億22百万円増加したこと、また、賞与引当金が２億14百万円増加したことなどによ

るものであります。 

③純資産 

当第２四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比し、１億46百万円減少し、365億６百万円となってお

ります。これは、四半期純利益の計上４億86百万円、剰余金の配当６億27百万円などによるものであります。 

  

（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、前事業年度末に比し

20億38百万円増加し、65億72百万円となっております。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・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、41億23百万円（前年同期は27億４百万円の収入）となりました。これは税引

前四半期純利益12億32百万円、減価償却費12億95百万円、減損損失６億3１百万円、仕入債務の増加16億22百万

円、法人税等の支払５億84百万円などによるものであります。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果支出した資金は、14億40百万円（前年同期は46億43百万円の支出）となりました。これは有形

固定資産の取得による支出19億51百万円、有形固定資産の売却による収入２億41百万円、子会社であった株式会

社シーズンセレクト（2010年４月19日清算結了）からの残余財産の分配による収入３億53百万円などによるもの

であります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー   

財務活動の結果支出した資金は、６億44百万円（前年同期は３億19百万円の収入）となりました。これは配当

金の支払６億27百万円などによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

2011年２月期の通期業績予想につきましては、2010年４月14日に公表しました業績予想を修正しておりませ

ん。  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

該当事項はありません。  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。   

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：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,539,927 4,505,401

売掛金 70,689 44,747

商品 2,595,868 2,360,092

繰延税金資産 793,267 756,586

関係会社預け金 1,000,000 －

その他 3,316,636 2,783,862

流動資産合計 13,316,389 10,450,689

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 18,471,280 17,423,883

土地 12,351,959 12,621,601

その他（純額） 6,035,521 6,784,920

有形固定資産合計 36,858,762 36,830,405

無形固定資産   

のれん 1,835,746 2,356,303

その他 192,974 174,867

無形固定資産合計 2,028,721 2,531,171

投資その他の資産   

繰延税金資産 2,649,645 2,986,428

差入保証金 3,068,909 3,125,513

その他 1,229,389 1,549,701

貸倒引当金 △55,499 △69,790

投資その他の資産合計 6,892,443 7,591,853

固定資産合計 45,779,926 46,953,429

資産合計 59,096,315 57,404,119

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,452,918 8,830,571

短期借入金 1,000,000 1,000,000

未払法人税等 484,345 644,050

賞与引当金 684,480 470,362

役員業績報酬引当金 16,050 33,967

店舗閉鎖損失引当金 1,695 15,110

その他 4,947,167 4,869,290

流動負債合計 17,586,656 15,863,352

固定負債   

退職給付引当金 3,495,126 3,367,925

商品券回収損失引当金 33,260 33,756

その他 1,475,070 1,485,993

固定負債合計 5,003,457 4,887,674

負債合計 22,590,113 20,751,027
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,167,850 2,167,850

資本剰余金 2,893,374 2,893,374

利益剰余金 31,450,945 31,594,002

自己株式 △62,919 △69,952

株主資本合計 36,449,250 36,585,274

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 48,932 62,217

評価・換算差額等合計 48,932 62,217

新株予約権 8,018 5,600

純資産合計 36,506,202 36,653,092

負債純資産合計 59,096,315 57,404,119
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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）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 68,567,085 76,598,817

売上原価 51,424,197 57,558,462

売上総利益 17,142,887 19,040,354

その他の営業収入 1,278,066 1,518,164

営業総利益 18,420,954 20,558,519

販売費及び一般管理費 17,277,133 18,706,840

営業利益 1,143,821 1,851,678

営業外収益   

受取利息 13,653 9,065

受取配当金 1,383 1,670

受取補償金 － 10,500

違約金収入 16,075 －

生命保険配当金 － 6,913

雑収入 5,789 13,689

営業外収益合計 36,902 41,838

営業外費用   

支払利息 8,528 36,537

事業譲受関連費用 1,200 －

支払補償費 － 9,144

雑損失 9 5,835

営業外費用合計 9,738 51,516

経常利益 1,170,984 1,842,001

特別利益   

固定資産売却益 － 2,299

貸倒引当金戻入額 12,333 11,290

補助金収入 76,968 29,495

その他 7,878 5,174

特別利益合計 97,181 48,259

特別損失   

固定資産売却損 4,225 －

固定資産除却損 35,759 15,021

減損損失 408,139 ※  631,783

店舗閉鎖損失引当金繰入額 15,795 －

リース解約損 19,496 －

その他 10,202 10,919

特別損失合計 493,619 657,724

税引前四半期純利益 774,546 1,232,535

法人税、住民税及び事業税 493,920 446,146

法人税等調整額 △90,168 300,102

法人税等合計 403,751 746,249

四半期純利益 370,795 486,286
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31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 774,546 1,232,535

減価償却費 1,006,021 1,295,473

減損損失 408,139 631,783

のれん償却額 77,959 133,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,333 △14,290

賞与引当金の増減額（△は減少） 144,972 214,118

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △47,490 －

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） 35,620 △17,917

退職給付引当金の増減額（△は減少） 114,428 127,201

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △3,302 △13,415

商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) △745 △496

受取利息及び受取配当金 △15,037 △10,735

支払利息 8,528 36,537

固定資産売却損益（△は益） 4,225 △2,299

固定資産除却損 35,759 15,021

売上債権の増減額（△は増加） 6,420 △25,942

たな卸資産の増減額（△は増加） △189,749 △231,607

仕入債務の増減額（△は減少） 1,722,806 1,622,347

その他 △486,704 △260,291

小計 3,584,065 4,731,823

利息及び配当金の受取額 22,317 10,728

利息の支払額 △8,618 △35,198

法人税等の支払額 △893,662 △584,114

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,704,101 4,123,238

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 700,000 －

有形固定資産の取得による支出 △5,227,582 △1,951,871

有形固定資産の売却による収入 91,406 241,327

無形固定資産の取得による支出 △4,001 △58,569

子会社の清算による収入 － 353,424

敷金及び保証金の差入による支出 △206,455 △73,579

敷金及び保証金の回収による収入 110,625 77,291

その他 △107,573 △28,446

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,643,581 △1,440,423

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） 1,000,000 －

リース債務の返済による支出 － △16,437

自己株式の取得による支出 △472 △141

自己株式の売却による収入 － 151

配当金の支払額 △679,760 △627,924

その他 － 5

財務活動によるキャッシュ・フロー 319,767 △644,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,619,712 2,038,467

現金及び現金同等物の期首残高 11,633,244 4,533,588

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,013,532 ※  6,572,055
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（四半期損益計算書関係）  

当第２四半期累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

 ※ 当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

    なお、「EX」はマックスバリュEX（エクスプレス）の略であります。 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗及び賃貸不動産を基礎とし、また遊休資産につい

ては物件毎にグルーピングしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見込みである店舗の資産グループ、閉

店の意思決定をした店舗等の資産グループ及び市況の変化に伴い市場価格の著しく下落した遊休資産について、そ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。また、のれん

については、事業計画で想定していた将来キャッシュ・フローが見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

なお、資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しております。正味売却価額は、土

地については不動産鑑定評価額により評価しておりますが、重要性が乏しい土地については固定資産税評価額を基に

算定した金額により、その他の固定資産については取引事例等を勘案した合理的な見積りにより評価しております。 

また、使用価値は、将来キャッシュ・フローを ％で割り引いて算定しております。 

  

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）  

当第２四半期累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

 ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係  

（平成22年８月31日現在） 

  

（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）その他の注記

用途 

  

場所 

  

種類及び減損損失 

建物 構築物 
工具、器具

及び備品 
土地 のれん その他 合計 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

遊休
資産 

GL伊東店跡地 
（静岡県伊東市） 

 －  －  －  30,110  －  －  30,110

店舗 
EX下田銀座店 
（静岡県下田市）  253  1,124  9,586  －  －  －  10,963

店舗 
EX葵町店    

（浜松市中区）  1,434  －  11,739  －   －   －  13,173

店舗 
EX浜松富塚店   

（浜松市中区）  20,004  1,397  14,490  －  －  1,269  37,162

店舗 
EX浜松住吉店   

（浜松市中区）  14,857  666  17,745  －  －  4,277  37,547

店舗 
EX浜松天竜川店  

（浜松市東区）  47,274  6,504  14,450  －  －  24,119  92,349

店舗 
EX大仁店    

（静岡県伊豆の 
国市） 

 17,394  707  5,617  －  －  －  23,720

－ 
シーズンセレクト

のれん 
 －  －  －  －  386,756  －  386,756

合計  101,219  10,400  73,629  30,110  386,756  29,667  631,783

7.6

現金及び預金 5,539,927 千円

関係会社預け金 1,000,000 千円

預け金（流動資産その他） 32,128 千円

現金及び現金同等物 6,572,055 千円
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