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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9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２四半期との比較は記載しておりません。 

(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3月期第2四半期 51,123 ― 177 ― 268 ― △223 ―

22年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 △6.69 ―

22年3月期第2四半期 ― ―

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2四半期 72,124 21,549 29.9 645.12
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2四半期  21,549百万円 22年3月期  21,995百万円

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3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年3月期 ― 5.00

23年3月期 
（予想）

― 5.00 10.00

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） 
（％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  
 

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 106,000 2.4 250 △66.9 450 △54.5 50 △94.4 1.50



(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 

（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 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） 23年3月期2Q  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2Q  6,206,941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2Q  33,404,599株 22年3月期2Q  33,406,761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。  
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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２四半期累計期間においても、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。その方策の１つとして、品質と価格のバラ

ンスが優れたプライベート・ブランド商品の開発を積極的に行っております。当第２四半期累計期間においては、

エコポイント対応「ＭｒＭａｘオリジナル２２Ｖ型フルスペックハイビジョンＬＥＤ液晶テレビ（税込29,780

円）」を１万2000台販売し、また、水に濡らして首に巻くとひんやりする「クールスカーフ」は、猛暑効果もあり

１億円以上を売り上げました。 

 新規出店は、８月に千葉県４店舗目となる南船橋店（千葉県船橋市）を開店しました。南船橋店は、既存の複合

商業施設に居抜き出店したもので、１階と２階に売場が分かれたＭｒＭａｘ唯一の２層の売場構成になっており、

居抜き物件や多層階物件の多い首都圏において、今後の積極出店への布石となるものです。また、既存店の改装も

進めており、４月に八本松店（広島県東広島市）を増床リニューアルし、従来のＭｒＭａｘの品揃えに生鮮食品を

加えた「スーパーセンター」２号店として開店しました。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２四半期累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、５１１億２３百万円となり

ました。販売費及び一般管理費は１２１億９１百万円となり、その結果、営業利益は１億７７百万円、経常利益は

２億６８百万円となりましたが、資産除去債務に関する会計基準適用により、第１四半期会計期間に特別損失３億

５百万円を計上しており、四半期純損失は２億２３百万円となりました。 

  

（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、決算短信表紙において、前第２四半期累計期間との

比較は行っておりません。前第２四半期累計期間との比較は下記のとおりです。 

平成23年３月期第２四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 

  

・売上高の主な増減要因 

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いたしました。これにより、前第２四半期と比べて、第２四半期累計期間の売上高及

び売上原価は２０億４３百万円減少しております。従来の計上方法で売上高を計上した場合の当第２四半期累計期

間の営業収益は、前期中に開店した３店舗および当第２四半期に開店した１店舗の新店効果もあり、前年同期比

３．２％増の５３１億６７百万円となります。 

商品部門別では、酒類や菓子等の食品の売上が好調だった他、梅雨明け後の記録的な猛暑の影響を受け、エア

コンなど季節家電や衣類用洗剤などが大きく売上を伸ばしました。 

  

・経費（販売費及び一般管理費）の主な増減要因 

 物流費や広告宣伝費などを削減する一方で、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２四半期  

 平成22年３月期 

第２四半期  
増減額 

前年同期比 

増減  

 営業収益   51,123   51,508   △384  % △0.7

   売上高   48,971   49,348   △377  % △0.8

   不動産賃貸収入   2,151   2,159   △8  % △0.4

 営業総利益    12,369   12,108   261  % 2.2

 販売費及び一般管理費    12,191   11,418   774  % 6.8

 営業利益    177   690   △513  % △74.3

 経常利益    268   794   △526  % △66.2

 四半期純利益（△純損失）   △223   531   －   －

－ 2 －

株式会社ミスターマックス（8203）　平成23年3月期　第2四半期決算短信



（２） 財政状態に関する定性的情報 

 ① 資産・負債・純資産の状況 

（総資産） 

当第２四半期会計期間末における総資産は、売掛金の増加などにより、前事業年度末に比べ１３億８７百万円

増加して７２１億２４百万円となりました。 

（負債） 

 負債は、借入金の増加や資産除去債務の計上などにより、前事業年度末に比べ１８億３３百万円増加して５０５

億７５百万円となりました。 

（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４億４６百万円減少して２１５億４９百万円と

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） 

 税引前四半期純利益は１億円の損失となり、売上債権が８億４５百万円増加した一方で、資産除去債務に関する

会計基準の適用に伴う影響額３億５百万円や減価償却費８億８８百万円などが、キャッシュ・フロー増加の要因と

なりました。これらの結果、営業活動の結果使用した資金は、２７百万円となりました。 

（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９億５９百万円などにより、投資活動の結果使用した資金は、１４億７６百万

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１９億２５百万円に対し、配当金の支払１億６７百万円などの支出があり、財務活動により得られ

た資金は、１７億２４百万円となりました。  

 これらの結果、当第２四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２億１５百

万円増加し、１５億７９百万円となりました。 

  

（３） 業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、最近の業績動向を踏まえ、平成22年７月26日公表の平成23年３月期の業績予想を修正

しております。詳細につきましては、平成22年10月21日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

 ※ 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 

 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21百万円減少し、税引前四半期純利益は、327百万円減少し

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766百万円であります。 

  

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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 1,533 1,317

売掛金 1,814 1,146

有価証券 46 46

商品 7,150 7,349

貯蔵品 67 60

その他 1,605 1,575

流動資産合計 12,217 11,496

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 14,928 14,974

土地 27,389 27,367

その他（純額） 3,141 2,632

有形固定資産合計 45,459 44,974

無形固定資産 378 373

投資その他の資産   

その他 14,074 13,898

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 14,069 13,892

固定資産合計 59,907 59,241

資産合計 72,124 70,737
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 13,203 13,185

1年内返済予定の長期借入金 8,250 7,725

未払法人税等 73 281

引当金 327 391

その他 3,390 3,814

流動負債合計 25,244 25,398

固定負債   

長期借入金 15,850 14,450

引当金 503 478

資産除去債務 777 －

その他 8,198 8,415

固定負債合計 25,330 23,344

負債合計 50,575 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 4,035 4,426

自己株式 △2,542 △2,542

株主資本合計 21,674 22,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △80 △74

繰延ヘッジ損益 △43 4

評価・換算差額等合計 △124 △70

純資産合計 21,549 21,995

負債純資産合計 72,124 70,737
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 48,971

売上原価 38,754

売上総利益 10,217

不動産賃貸収入 2,151

営業総利益 12,369

販売費及び一般管理費  

販売費 2,488

一般管理費 9,703

販売費及び一般管理費合計 12,191

営業利益 177

営業外収益  

受取利息 49

受取手数料 106

仕入割引 77

その他 50

営業外収益合計 283

営業外費用  

支払利息 173

その他 19

営業外費用合計 192

経常利益 268

特別利益  

投資有価証券売却益 1

テナント解約収入 2

特別利益合計 3

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 53

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 371

税引前四半期純損失（△） △100

法人税、住民税及び事業税 39

法人税等調整額 84

法人税等合計 123

四半期純損失（△） △223
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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２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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（△） △100

減価償却費 888

引当金の増減額（△は減少） △38

受取利息及び受取配当金 △54

支払利息 173

投資有価証券売却損益（△は益） 3

投資有価証券評価損益（△は益） 53

有形固定資産除却損 8

テナント解約収入 △2

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） △845

たな卸資産の増減額（△は増加） 192

仕入債務の増減額（△は減少） 91

その他 △331

小計 343

利息及び配当金の受取額 9

利息の支払額 △152

法人税等の支払額 △228

営業活動によるキャッシュ・フロー △27

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 △959

無形固定資産の取得による支出 △81

投資有価証券の取得による支出 △15

投資有価証券の売却による収入 46

その他 △467

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,476

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 6,000

長期借入金の返済による支出 △4,075

配当金の支払額 △167

その他 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,724

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 215

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 1,579
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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２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日） 

売上高  49,348

売上原価  39,399

売上総利益  9,949

不動産賃貸収入  2,159

営業総利益  12,108

販売費及び一般管理費  

販売費  2,414

一般管理費  9,004

販売費及び一般管理費合計  11,418

営業利益  690

営業外収益  

受取利息  49

受取手数料  106

仕入割引  107

その他  36

営業外収益合計  299

営業外費用  

支払利息  157

その他  38

営業外費用合計  195

経常利益  794

特別利益  

関係会社株式売却益  16

投資有価証券売却益  7

テナント解約収入  4

特別利益合計  28

特別損失  

固定資産除却損  4

投資有価証券売却損  2

投資有価証券評価損  24

特別損失合計  31

税引前四半期純利益  791

法人税、住民税及び事業税  272

法人税等調整額  △ 13

法人税等合計  259

四半期純利益  531
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