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1.  平成23年2月期の業績（平成22年2月21日～平成23年2月20日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期 244,436 9.4 7,545 9.7 7,722 6.8 3,536 △16.5
22年2月期 223,477 3.3 6,876 △18.0 7,232 △16.2 4,235 △1.2

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利益
率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年2月期 135.23 134.92 9.8 9.5 3.2
22年2月期 161.97 161.70 12.9 9.7 3.1

（参考） 持分法投資損益 23年2月期  ―百万円 22年2月期  ―百万円

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 83,774 37,913 45.2 1,447.58
22年2月期 79,604 34,526 43.3 1,318.65

（参考） 自己資本   23年2月期  37,856百万円 22年2月期  34,479百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年2月期 10,922 △9,339 △1,967 4,813
22年2月期 11,660 △11,975 3,696 5,197

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

22年2月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00 915 21.6 2.8
23年2月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00 915 25.9 2.5
24年2月期(予想) ― 0.00 ― 35.00 35.00 28.6

3.  平成24年2月期の業績予想（平成23年2月21日～平成24年2月20日） 
（％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) 123,000 4.8 3,000 10.9 3,100 10.0 600 △57.3 22.94
通期 257,000 5.1 7,900 4.7 8,000 3.6 3,200 △9.5 122.36
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、18ページ以降の「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、43ページ「１株当たり情報」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2月期 26,192,409 株 22年2月期 26,192,409 株
② 期末自己株式数 23年2月期 40,786 株 22年2月期 44,864 株
③ 期中平均株式数 23年2月期 26,149,880 株 22年2月期 26,147,827 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異な
る結果となる可能性があります。 
 尚、上記業績予想に関する事項は、３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当期におけるわが国の経済は、政府の景気対策の効果や猛暑を追い風として回復基調が見られました。しかし、

10月の月例経済報告では景気の基調判断を「足踏み状態になっている」と１年８ヶ月ぶりに下方修正するなど、引き

続き不安定な状況にあります。 

また急激に進んだ円高・株安により景気の先行き懸念は強まり、消費者心理により一層影を落とすこととなりま

した。 

当社が店舗を展開する兵庫・中四国経済でも同様の動きが見られ、特に中四国エリアにおいては諸政策終了の影

響もあり、個人消費は一段と弱い動きとなっております。 

一方、スーパーマーケット業界においては、個人消費の低迷により引き続き厳しい経営環境下にあり、お客さま

の心理・購買行動の変化に対応するために、マーケティング発想に基づいた新たな挑戦を一段と求められる状況とな

りました。 

このような環境下において、当社は激変する経営環境への適応を図るため、お客さま第一を前提にした収益構造

の改革によって、ロープライスを可能にする体制づくりを推進いたしました。 

  

その結果、 

  営業収益     2,444億36百万円（対前期比 109.4％） 

  営業利益     百万円（対前期比 109.7％）  

  経常利益      百万円（対前期比 106.8％） 

  当期純利益     百万円（対前期比  83.5％） 

の増収減益となりました。営業利益については、新店の寄与等による売上高の増加、コストコントロールによる販管

比率の低下により対前期比109.7％となりましたが、既存店の業態転換等による減損損失を含む特別損失を計上した

ことにより、当期純利益では対前期比83.5％となりました。 

  

（営業における取り組み）  

営業及び商品面では、厳しい経済状況の中において、お客さまにお求めやすい価格を提供することを目的にＥＤ

ＬＰ（エブリデー・ロー・プライス）の実現に取り組みました。ＥＤＬＰ（エブリデー・ロー・プライス）商品につ

いては、商品開発から店舗での販売に至るまでのバリューチェーンを構築することによるコストダウンを図り、更な

る価格優位性の実現に取り組んでおります。 

一方で、多様化するお客さまの価値観や生活スタイルに対応するために、簡便商材の拡充やこだわり商品の提供

といったミールソリューションへの取り組みを積極的に推進いたしました。 

また、主力セールスである「お客さま感謝デー」「マックスデー・ビッグデー」「火曜市・水曜市」に加え、毎

月５日・15日・25日に実施している「お客さまわくわくデー」については、電子マネー「ＷＡＯＮ」の定着に伴い、

好調に推移いたしました。 

荒利面では、デフレ基調が定着する中において、グループ共同調達の活用やプライベートブランドであるトップ

バリュ商品の訴求強化による向上を図りました。 

現場力強化及び収益構造の改革の取り組みでは、生産性向上に向けた働き方改革を継続するとともに、営業組織

下に店舗のサポートを行うスーパーバイザーを配置する組織変更を実施することにより、現場における販売力の強化

と生産性の向上に取り組みました。 

 次に部門別の概況ですが、食品部門では、従前からの取り組み事項である品質及び鮮度面における付加価値の創造

に加え、お客さまの価格志向の高まり及び競合各社の低価格政策に対応するために、ご納得頂ける品質と機能を充足

した商品の低価格化を図りました。「強い単品づくり」を軸として、トップバリュ商品、家計応援商品、家計応援ス

ペシャル商品の単品大量陳列、フェイス拡大、生活シーンを考えた商品配置等の効果により、全規模買上点数は前期

の10.1点から10.4点に増加いたしました。これにより、食品部門の売上高は2,209億20百万円（対前期比108.9％）と

なりました。 

 非食品部門では、業態のコンセプトをフード＆プラスとするザ・ビッグ店舗を９店舗開店し、またザ・ビッグ店舗

の好事例を他店へ水平展開するとともに、少子高齢化に対応した売場づくりを推進いたしました。また、新たに８店

舗にて医薬品取り扱いを開始いたしました。これにより、日用雑貨部門で売上対前期比114.5％、衣料品部門で売上

対前期比122.0％と大きく増加したこと等が寄与した結果、売上高は179億81百万円（対前期比114.7％）となりまし

た。 

 不動産家賃収入及び販売受入手数料では、当期新たに15店舗を開設、内５店舗はNSC（ネバー・フッド・ショッピ

ング・センター）であり、より集客力のある商業施設を目指してテナント誘致を推進した結果、不動産家賃収入は対

前期比111.5％と増加し、販売受入手数料を含むその他の営業収入では113.5％となりました。  

１．経営成績

75億45

77億22

35億36
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（店舗開発における取り組み） 

店舗開発については、期首より15店舗（ＭＶ西今宿店、Ｂ多度津店、Ｂ奥田南店、ＭＶ東加古川店、ＥＸ広島駅

北口店、ＭＶ三木北店、Ｂ鴨方店、Ｂ笠岡店、ＭＶ町坪店、ＭＶ菅生店、Ｂ神辺店、Ｂ連島店、Ｂ国分寺店、Ｂ松神

子店、Ｂ倉敷店）を開店いたしました。県別には兵庫県に５店舗、岡山県に５店舗、広島県に２店舗、香川県に２店

舗、愛媛県に１店舗を開店いたしましたが、中でも岡山県では、業績が低迷していた既存のマックスバリュ４店舗を

ビッグ店舗に業態を転換することにより、競争力の強化を図りました。 

一方、競争力の低下した店舗、業態転換及びスクラップ＆ビルドを目的とした店舗を８店舗（ＷＭ菅生店、ＭＶ

奥田南店、ＷＭ相田店、ＭＶ鴨方店、ＭＶ笠岡店、ＷＭ赤羽店、ＭＶ連島店、ＭＶ岩端店）閉店いたしました。 

これらの結果、期末における店舗数は161店舗となりました。 

※店舗名表記について：ＭＶ：マックスバリュ、Ｂ：ザ・ビッグ、ＥＸ：マックスバリュエクスプレス 

            ＷＭ：ウエルマート 

  

（環境保全・社会貢献活動に対する取り組み） 

環境保全活動や社会貢献活動を通じた地域社会への奉仕は、企業市民としての社会的責任を果たすために、従来

にも増して重要な課題であると位置づけております。 

具体的には、ソーラーパネルやＬＥＤ照明などの省エネシステム導入、拡大を推進することにより、二酸化炭素

の排出削減に取り組んでおります。 

また、省資源化とゴミ削減を目指して平成19年９月から開始している「レジ袋無料配布中止」は、各地域のお客

さま、行政や消費者団体の多大なるご協力に支えられ、期末時点での実施市町は33市町、実施店舗数は全161店舗中

100店舗まで拡大を図りました。  

社会貢献活動の一環としては、姫路城大天守保存修理を支援するために、お取引先さまのご協力のもと、お客さ

まにご購入いただいた対象商品１点につき１円の寄付を行う『姫路城ハッピー未来プロジェクト』を実施いたしまし

た。 

また、今期で４年目を迎える「食育」活動については、地域社会において食に対する関心を高める役割を担うこ

とを目指して、食育体験学習会の開催、食育コミュニケーターの養成に積極的に取り組みました。食育体験学習会

は、活動開始から当期末時点までに累計30回開催し、多くの小学生に参加して頂きました。また、食育コミュニケー

ターは、期末時点で80店舗にて241名が活動を行い、地域のお客さまの健康で豊かな食生活実現に向けて取り組んで

おります。 

  

（人材育成における取り組み） 

人材の確保及び育成は、当社の中期経営目標を達成するために重要な課題であると位置づけており、激変する経

営環境において競争に打ち勝つために、人材の更なる質的向上を図っております。 

特に、国内人口の減少や高齢化などといった外部環境及び今後の出店戦略に対応する必要性から、多面的思考、

問題解決能力を有した次期経営幹部の育成に注力し、専門教育コースの設置による重点教育に取り組みました。 

また当期より、パートタイマーに対する人事評価制度を導入し、部門毎に設定された業務マスターに準じて公正

に評価をすることにより、更なるパートタイマーの戦力化に繋げています。 

   

②次期の見通し 

 次期の見通しについては、現状の厳しい消費環境は続くものと思われます。当社はコンプライアンスを重視し、徹

底したお客さま第一主義により、更なる成長への転換期と位置づけ目標達成に向けて取り組んでまいります。具体的

な取組み施策として、「営業・商品力の更なる強化」、「更なるＥＤＬＣ（エブリデー・ロー・コスト）へ向けたコ

スト構造改革」、「エリアドミナント構築に向けた成長戦略の推進」、「地域との信頼性を構築するＣＳＲの取組

み」等を実施してまいります。 

 これらの取組みにより、次期見通しにつきましては、営業収益2,570億円（対前期比 ％）、経常利益80億円

（対前期比 ％）、当期純利益32億円（対前期比 ％）を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当事業年度末における総資産は、前事業年度末と比べ41億70百万円増加し、 百万円となりました。 

 主な要因は、新規出店等に伴う有形固定資産22億円の増加及び投資有価証券の時価評価差額12億63百万円の計上に

よるものです。 

105.1

103.6 90.5

837億74
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（負債） 

 当事業年度末における負債は、前事業年度末と比べて7億82百万円増加し、 百万円となりました。 

 主な要因は、買掛金残高が19億60百万円増加した一方で、長期借入金の返済額10億24百万円の減少によるもので

す。  

（純資産） 

 当事業年度末における純資産は、前事業年度末と比べて33億87百万円増加し、 百万円となりました。 

 主な要因は、当期純利益の計上による利益剰余金の増加によるものです。 

   

②キャッシュ・フローの状況 

（キャッシュ・フロー）  

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ 百万円

減少し、 百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度に営業活動の結果獲得した資金は 百万円（前期は 百万円の獲得）となりました。 

 主な要因は、税引前当期純利益の67億51百万円、減価償却費48億36百万円の計上及び仕入債務が19億67百万円増加

した一方で、法人税等の支払額28億5百万円によるものです。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度に投資活動の結果使用した資金は 百万円（前期は 百万円の使用）となりました。 

 主な要因は、有形固定資産の取得による支出91億22百万円によるものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度に財務活動の結果使用した資金は 百万円（前期は 百万円の獲得）となりました。 

 主な要因は、長期借入金の返済及び配当金の支払によるものです。 

   

③キャッシュ・フローの指標 

 （注）１．自己資本比率：（（株主資本＋評価・換算差額等）／総資産） 

２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

３．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社では、株主の皆さまに対する利益還元への充実を経営の重要政策と位置付け、安定的な配当の実施に努めてお

ります。 

 この配当政策のもと、株主各位の日頃のご支援にお応えできるよう、業績向上に取り組んでおり、配当金につきま

しては、財務状況や業績の見通し等を勘案しながら、総合的に判断・決定してまいります。 

 また、内部留保金につきましては、店舗の新設及び改装、情報システム及び物流システムの構築、並びに人材育成

のための教育投資へ積極的に活用することで、業容を拡大していき、事業基盤を強化してまいります。 

 尚、当期の配当金につきましては、１株当たり35円を予定しております。 

  

458億60

379億13

3億84

48億13

109億22 116億60

93億39 119億75

19億67 36億96

  
第25期 

平成19年２月期 
第26期 

平成20年２月期 
第27期 

平成21年２月期 
第28期 

平成22年２月期 
第29期 

平成23年２月期 

自己資本比率（％）  48.0  46.4  45.0  43.3  45.2

時価ベースの自己資本比

率（％） 
 70.7  56.7  47.8  42.7  36.8

債務償還年数（年）  0.3  0.1  0.0  0.4  0.3

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ 
 172.2  274.4  370.2  236.9  134.0
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(4）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成22年５月12日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため開示を省

略しております。  
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 当社は、イオン株式会社を中心とする企業集団イオングループの中で、スーパーマーケット事業を営む企業群の中

に位置づけられており、チェーンストアとして兵庫・中四国エリア（兵庫県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛

媛県・徳島県）に配置した店舗において、食料品・日用雑貨等の販売を主力とした小売業を営んでおります。 

 当社は、イオンリテール株式会社と不動産賃借取引等を行っており、イオンアイビス株式会社との間で電子計算機

処理や事務処理の業務委託を行っております。  

 また、イオンフードサプライ株式会社及びイオングローバルＳＣＭ株式会社に対して物流業務の委託、イオントッ

プバリュ株式会社からＰＢ商品の供給、イオン商品調達株式会社から商品の一部供給を受けており、クレジット業務

の委託、店舗の維持管理、資材の供給等の取引をイオングループ各社と行っております。 

 当該事業に係る系統図は、次のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況
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 平成22年２月期決算短信（平成22年４月６日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.maxvalu.co.jp 

（大阪証券取引所ホームページ（上場会社検索ページ）） 

http://www.ose.or.jp/listed_company_info 

  

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年２月20日) 

当事業年度 
(平成23年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,197 4,813

売掛金 427 533

商品 6,797 7,001

貯蔵品 50 54

前払費用 287 285

繰延税金資産 542 616

未収入金 6,022 6,438

その他 641 659

流動資産合計 19,967 20,401

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  46,421 ※1  50,100

減価償却累計額 △19,411 △20,990

建物（純額） 27,010 29,109

構築物 10,516 11,144

減価償却累計額 △5,523 △5,889

構築物（純額） 4,993 5,255

車両運搬具 11 9

減価償却累計額 △10 △9

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 9,086 10,419

減価償却累計額 △5,030 △5,888

工具、器具及び備品（純額） 4,056 4,530

土地 ※1  7,989 ※1  7,451

リース資産 269 269

減価償却累計額 △20 △47

リース資産（純額） 248 221

建設仮勘定 261 191

有形固定資産合計 44,560 46,761

無形固定資産   

のれん 536 707

ソフトウエア 22 21

電話加入権 24 24

施設利用権 76 80

無形固定資産合計 660 833

投資その他の資産   

投資有価証券 4,352 5,616

長期前払費用 1,876 2,286

繰延税金資産 1,286 1,041

差入保証金 6,881 6,822

その他 22 15

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 14,415 15,777

固定資産合計 59,636 63,372

資産合計 79,604 83,774
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年２月20日) 

当事業年度 
(平成23年２月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 74 81

買掛金 21,749 23,710

1年内返済予定の長期借入金 1,024 1,024

リース債務 23 24

未払金 2,055 2,129

未払費用 2,110 2,236

未払法人税等 1,888 2,501

未払消費税等 683 898

預り金 883 411

賞与引当金 569 670

役員業績報酬引当金 56 69

店舗閉鎖損失引当金 49 －

設備関係支払手形 4,484 3,027

設備関係未払金 37 52

その他 128 123

流動負債合計 35,817 36,960

固定負債   

長期借入金 3,812 2,788

リース債務 230 206

退職給付引当金 207 285

店舗閉鎖損失引当金 30 －

長期預り保証金 4,875 5,555

その他 104 64

固定負債合計 9,260 8,900

負債合計 45,077 45,860

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,667 1,667

資本剰余金   

資本準備金 4,641 4,641

資本剰余金合計 4,641 4,641

利益剰余金   

利益準備金 371 371

その他利益剰余金 26,508 29,127

特別償却積立金 24 20

固定資産圧縮積立金 36 36

別途積立金 18,700 20,700

繰越利益剰余金 7,746 8,369

利益剰余金合計 26,879 29,498

自己株式 △54 △49

株主資本合計 33,134 35,758

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,345 2,098

評価・換算差額等合計 1,345 2,098

新株予約権 46 57

純資産合計 34,526 37,913

負債純資産合計 79,604 83,774
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成22年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成23年２月20日) 

売上高 218,602 238,902

売上原価   

商品期首たな卸高 5,894 6,797

当期商品仕入高 165,474 181,418

合計 171,369 188,216

他勘定振替高 ※1  98 ※1  22

商品期末たな卸高 6,797 7,001

商品売上原価 164,473 181,192

売上総利益 54,129 57,709

その他の営業収入   

不動産賃貸収入 3,952 4,405

販売受入手数料 923 1,128

その他の営業収入 4,875 5,534

営業総利益 59,004 63,244

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 2,458 2,519

販売諸費 2,233 2,771

給料及び賞与 21,437 22,922

賞与引当金繰入額 569 670

役員業績報酬引当金繰入額 56 69

退職給付費用 501 478

福利厚生費 2,140 2,360

水道光熱費 3,905 4,141

地代家賃 6,166 6,788

器具備品賃借料 896 642

修繕維持費 3,008 3,209

減価償却費 4,290 4,829

事務委託手数料 1,584 1,492

その他 2,878 2,801

販売費及び一般管理費合計 52,127 55,698

営業利益 6,876 7,545

営業外収益   

受取利息 11 14

受取配当金 145 146

債務勘定整理益 － 37

違約金収入 157 46

その他 132 65

営業外収益合計 446 309

営業外費用   

支払利息 62 95

遊休店舗地代 19 18

その他 9 18

営業外費用合計 91 132

経常利益 7,232 7,722
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成22年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成23年２月20日) 

特別利益   

退職給付引当金戻入額 846 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 17 35

その他 － 11

特別利益合計 864 46

特別損失   

固定資産除売却損 ※2  60 ※2  83

減損損失 ※3  419 ※3  795

店舗閉鎖損失引当金繰入額 24 －

その他 121 138

特別損失合計 626 1,017

税引前当期純利益 7,469 6,751

法人税、住民税及び事業税 2,799 3,412

法人税等調整額 434 △196

法人税等合計 3,234 3,215

当期純利益 4,235 3,536
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成22年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成23年２月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,667 1,667

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,667 1,667

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,641 4,641

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,641 4,641

資本剰余金合計   

前期末残高 4,641 4,641

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,641 4,641

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 371 371

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 371 371

その他利益剰余金   

特別償却積立金   

前期末残高 22 24

当期変動額   

特別償却積立金の積立 5 －

特別償却積立金の取崩 △3 △4

当期変動額合計 2 △4

当期末残高 24 20

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 37 36

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 36 36

別途積立金   

前期末残高 16,700 18,700

当期変動額   

その他剰余金の処分 2,000 2,000

当期変動額合計 2,000 2,000

当期末残高 18,700 20,700
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成22年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成23年２月20日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 6,429 7,746

当期変動額   

剰余金の配当 △915 △915

特別償却積立金の積立 △5 －

特別償却積立金の取崩 3 4

固定資産圧縮積立金の取崩 0 －

その他剰余金の処分 △2,000 △2,000

当期純利益 4,235 3,536

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 1,317 623

当期末残高 7,746 8,369

利益剰余金合計   

前期末残高 23,560 26,879

当期変動額   

剰余金の配当 △915 △915

特別償却積立金の積立 － －

特別償却積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

その他剰余金の処分 － －

当期純利益 4,235 3,536

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 3,319 2,619

当期末残高 26,879 29,498

自己株式   

前期末残高 △52 △54

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △6

自己株式の処分 － 11

当期変動額合計 △1 4

当期末残高 △54 △49

株主資本合計   

前期末残高 29,815 33,134

当期変動額   

剰余金の配当 △915 △915

当期純利益 4,235 3,536

自己株式の取得 △1 △6

自己株式の処分 － 9

当期変動額合計 3,318 2,624

当期末残高 33,134 35,758
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成22年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成23年２月20日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,289 1,345

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 55 753

当期変動額合計 55 753

当期末残高 1,345 2,098

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,289 1,345

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 55 753

当期変動額合計 55 753

当期末残高 1,345 2,098

新株予約権   

前期末残高 25 46

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 21 10

当期変動額合計 21 10

当期末残高 46 57

純資産合計   

前期末残高 31,131 34,526

当期変動額   

剰余金の配当 △915 △915

当期純利益 4,235 3,536

自己株式の取得 △1 △6

自己株式の処分 － 9

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 76 763

当期変動額合計 3,395 3,387

当期末残高 34,526 37,913
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成22年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成23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 7,469 6,751

減価償却費 4,293 4,836

減損損失 419 795

退職給付引当金の増減額（△は減少） △694 78

賞与引当金の増減額（△は減少） △14 101

受取利息及び受取配当金 △157 △160

支払利息 62 95

固定資産除売却損益（△は益） 54 79

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △52 △80

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △113 －

役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) 56 13

売上債権の増減額（△は増加） △12 △105

たな卸資産の増減額（△は増加） △914 △207

未収入金の増減額（△は増加） △1,372 △416

仕入債務の増減額（△は減少） 4,813 1,967

未払金の増減額（△は減少） 296 73

未払消費税等の増減額（△は減少） 220 214

その他 313 △374

小計 14,668 13,660

利息及び配当金の受取額 149 149

利息の支払額 △49 △81

法人税等の支払額 △3,108 △2,805

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,660 10,922

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 △11,164 △9,122

無形固定資産の取得による支出 △579 △260

差入保証金の差入による支出 △852 △276

差入保証金の回収による収入 411 349

預り保証金の返還による支出 △548 △395

預り保証金の受入による収入 734 1,072

その他 23 △706

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,975 △9,339

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） △100 －

長期借入れによる収入 5,000 －

長期借入金の返済による支出 △274 △1,024

配当金の支払額 △912 △914

その他 △16 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,696 △1,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,381 △384

現金及び現金同等物の期首残高 1,815 5,197

現金及び現金同等物の期末残高 ※  5,197 ※  4,813
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 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成21年２月21日 
至 平成22年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成22年２月21日 
至 平成23年２月20日） 

１．有価証券の評価基

準及び評価方法 

(1)その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

(1)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価

基準及び評価方法 

(1)商品 

「企業会計原則と関係諸法令との調整に

関する連続意見書」第四に定める売価還

元平均原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法） 

（会計方針の変更）  

 当事業年度から平成18年７月５日公表

の「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 企業会計基準第

９号）を適用し、評価基準については、

売価還元平均原価法から売価還元平均原

価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）に変更しております。 

 なお、これによる当事業年度の損益に

与える影響は軽微であります。  

(1)商品 

「企業会計原則と関係諸法令との調整に

関する連続意見書」第四に定める売価還

元平均原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法） 

  

  (2)貯蔵品 

終仕入原価法 

(2)貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償

却の方法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

経済的耐用年数に基づく定額法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  各資産別の経済的耐用年数として以下

の年数を採用しております。 

建物 

（営業店舗） 

 20年 

  

  （建物附属設備） 

 ３年～18年 

  

  （構築物） 

 ３年～20年 

  

  （器具備品） 

 ２年～20年 

  

  (2)無形固定資産（リース資産を除く）  

定額法 

(2)無形固定資産（リース資産を除く）  

同左 

  (3)リース資産   

所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

ゼロとする定額法によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が平成

21年２月20日以前の所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

(3)リース資産   

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成21年２月21日 
至 平成22年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成22年２月21日 
至 平成23年２月20日） 

  (4)長期前払費用 

契約期間等に応じた均等償却 

(4)長期前払費用 

同左 

４．キャッシュ・フロ

ー計算書における

資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヵ月以内に償還期限が到来す

る短期投資からなっております。 

同左 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権及び破産更生債権等の特定

の債権については、個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

従業員に支給する賞与に備え、支給見込

額のうち当期に負担する金額を計上して

おります。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員業績報酬引当金 

役員に対して支給する業績報酬の支出に

備えるため、支給見込額の当事業年度に

負担すべき金額を計上しております。 

(3）役員業績報酬引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。 

なお、数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数（10年）による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理することにしてお

ります。 

過去勤務債務は、その発生年度において

一括費用処理しております。なお、当事

業年度において、イオン企業年金基金の

退職給付制度の改訂に伴って生じた過去

勤務債務を発生時において一括処理し、

当事業年度に退職給付引当金戻入額 百

万円を特別利益に計上しております。 

846

(4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。 

なお、数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数（10年）による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理することにしてお

ります。 

過去勤務債務は、その発生年度において

一括費用処理しております。 

  

  

  

  

  

（会計方針の変更） 

当事業年度から「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）（企業会計基

準第19号） 平成20年７月31日）を適用

しております。 

数理計算上の差異を翌事業年度から償却

するため、これによる営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益に与える影響は

ありません。  
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項目 
前事業年度 

（自 平成21年２月21日 
至 平成22年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成22年２月21日 
至 平成23年２月20日） 

  (5）店舗閉鎖損失引当金 

店舗閉店に伴い発生する損失に備え、店

舗閉店により合理的に見込まれる原状回

復費等の閉店関連損失見込額を計上して

おります。 

(5）店舗閉鎖損失引当金 

同左 

６．その他財務諸表作

成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜処理を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計方針の変更

前事業年度 

（自 平成21年２月21日 

  至 平成22年２月20日） 

当事業年度 

（自 平成22年２月21日 

  至 平成23年２月20日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より、「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月

30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が平成21年２月20日以前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

 これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微で

あります。 

 ―――― 
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注記事項

（貸借対照表関係）

項目 
前事業年度 

（平成22年２月20日） 
当事業年度 

（平成23年２月20日） 

※１ 担保提供資産 建物 95百万円 

土地 470百万円 

計 565百万円 

建物 82百万円 

土地 470百万円 

計 552百万円 

  上記に対する債務  上記に対する債務  

  長期借入金 86百万円 

(１年以内の返済予定分を含む) 

長期借入金 62百万円 

(１年以内の返済予定分を含む) 
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（損益計算書関係）

項目 
前事業年度 

（自 平成21年２月21日 
至 平成22年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成22年２月21日 
至 平成23年２月20日） 

※１ 他勘定振替高の主な内

容 

販売費及び一般管理費  

事務用消耗品費等振替高 98百万円

    

  

事務用消耗品費等振替高   22百万円

    

※２ 固定資産除売却損の主

な内容 

 固定資産除売却損は、店舗改装・閉鎖等

によるものであり、内訳は次のとおりであ

ります。 

 固定資産除売却損は、店舗改装・閉鎖等

によるものであり、内訳は次のとおりであ

ります。 

  建物 32百万円

構築物 11百万円

器具備品 7百万円

その他 8百万円

建物 49百万円

構築物 4百万円

器具備品 25百万円

その他 3百万円

※３ 減損損失  当事業年度において以下の資産グループ

について減損損失 百万円を計上してお

ります。 

(1)減損損失を認識した資産グループの概

要 

（単位：百万円） 

419

 当事業年度において以下の資産グループ

について減損損失 百万円を計上してお

ります。 

(1)減損損失を認識した資産グループの概

要 

（単位：百万円） 

795

  地域 用途 種類 件数 金額 

 兵庫県 
店舗その

他 
建物等 3 93

 その他 
店舗その

他  
建物等 3 326

 合 計 6 419

地域 用途 種類 件数 金額 

 兵庫県
店舗その

他 
建物等 2 33

 その他
店舗その

他  

土地及び

建物等 
4 762

 合 計 6 795

  (2)減損損失の認識に至った経緯 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイ

ナスである資産グループの帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当期減少額を減

損損失として特別損失に計上しておりま

す。 

(2)減損損失の認識に至った経緯 

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、閉店等の決

議による店舗の資産グループ及び市場価

格が著しく下落した資産について、その

帳簿価額を回収可能性まで減額し、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。         

   (3)減損損失の金額 

  （単位：百万円）  

 (3)減損損失の金額 

  （単位：百万円）  

  

  

種類 金額 

 建物 248

 リース資産 74

 その他 96

 合計 419

種類 金額 

 土地 540

 建物 157

 リース資産 1

 その他 96

 合計 795

   (4)資産のグルーピングの方法 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す

小単位として、主として店舗を基本単

位としてグルーピングしております。 

 (4)資産のグルーピングの方法 

          同左 

   (5)回収可能価額の算定方法 

 当資産グループの回収可能価額のうち正

味売却価額は、主として固定資産税評価

額により算定しており、使用価値につい

ては将来キャッシュ・フローを ％で割

り引いて算定しております。   

3.6

 (5)回収可能価額の算定方法 

 当資産グループの回収可能価額のうち正

味売却価額は、主として固定資産税評価

額により算定しており、使用価値につい

ては将来キャッシュ・フローを ％で割

り引いて算定しております。   

3.8
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前事業年度（自 平成21年２月21日 至 平成22年２月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）自己株式の増加数の内訳は次のとおりであります。 

       単元未満株式の買取 株 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  26,192,409  －  －  26,192,409

合計  26,192,409  －  －  26,192,409

自己株式         

普通株式  43,590  1,274  －  44,864

合計  43,590  1,274  －  44,864

1,274

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高 
（百万円）

前事業年度
末 

当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

提出会社 
ストック・オプションと

しての新株予約権 
－  －  －  －  －  46

合計 －  －  －  －  －  46

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月12日 

定時株主総会 
普通株式  915  35.00 平成21年２月20日 平成21年５月13日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年５月11日 

定時株主総会 
普通株式  915 利益剰余金  35.00 平成22年２月20日 平成22年５月12日

マックスバリュ西日本㈱（8287）　平成23年2月期決算短信（非連結）

24



当事業年度（自 平成22年２月21日 至 平成23年２月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加 株は、単元未満株式の買取りによるものです。 

     ２．普通株式の自己株式の株式数の減少 株は、スットック・オプションの行使によるものです。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  26,192,409  －  －  26,192,409

合計  26,192,409  －  －  26,192,409

自己株式         

普通株式  44,864  5,522  9,600  40,786

合計  44,864  5,522  9,600  40,786

5,522

9,600

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高 
（百万円）

前事業年度
末 

当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

提出会社 
ストック・オプションと

しての新株予約権 
－  －  －  －  －  57

合計 －  －  －  －  －  57

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年５月11日 

定時株主総会 
普通株式  915  35.00 平成22年２月20日 平成22年５月12日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年５月12日 

定時株主総会 
普通株式  915 利益剰余金  35.00 平成23年２月20日 平成23年５月13日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年２月21日 
至 平成22年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成22年２月21日 
至 平成23年２月20日） 

※  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

※  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

現金及び預金期末残高 5,197百万円 

        

現金及び現金同等物の期末残高 5,197百万円 

現金及び預金期末残高 4,813百万円 

        

現金及び現金同等物の期末残高 4,813百万円 
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成21年２月21日 
至 平成22年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成22年２月21日 
至 平成23年２月20日） 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引  

①リース資産の内容 

   有形固定資産 

店舗における建物及び器具・備品であります。 

②リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。  

  

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成21年２月20日以前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引  

①リース資産の内容 

   有形固定資産 

同左  

②リース資産の減価償却の方法 

同左  

  

  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
（百万円） 

減価償却 
累計額 
相当額 
（百万円） 

減損損失 
累計額  
相当額  
（百万円)  

期末残高 
相当額 
（百万円）

建物  542  186  － 356

工具、器具
及び備品 

 2,114  1,254  77 782

車両運搬具  38  18  － 19

合計  2,694  1,459  77 1,157

  
取得価額 
相当額 
（百万円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（百万円） 

減損損失 
累計額  
相当額  
（百万円)  

期末残高 
相当額 
（百万円）

建物 542  213  － 328

工具、器具
及び備品 

1,507  1,078  75 354

車両運搬具 38  26  － 11

合計 2,088  1,317  75 694

(2）未経過リース料期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等 

１年内 486百万円 

１年超 796百万円 

計 1,283百万円 

１年内 348百万円 

１年超 448百万円 

計 796百万円 

リース資産減損勘定期末残高 百万円50 リース資産減損勘定期末残高 百万円27

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 759百万円 

リース資産減損勘定の取崩額  66百万円 

減価償却費相当額 669百万円 

支払利息相当額 56百万円 

減損損失  74百万円 

支払リース料 501百万円 

リース資産減損勘定の取崩額  24百万円 

減価償却費相当額 461百万円 

支払利息相当額 42百万円 

減損損失  1百万円 
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前事業年度 
（自 平成21年２月21日 
至 平成22年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成22年２月21日 
至 平成23年２月20日） 

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

① 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

① 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

② 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

② 利息相当額の算定方法 

同左 

（追加情報） 

当事業年度から「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号(平成19年３

月30日改正）)が適用となったことに伴い、リース

取引開始日が同会計基準適用初年度開始前の不動

産に係るリース取引についても見直しを行い、新

たに所有権移転外ファイナンス・リース取引と判

定されたものについては上記金額に含めて記載し

ております。 

  

――― 

２．オペレーティング・リース取引 

（賃借物件） 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

（賃借物件） 

未経過リース料 

（追加情報） 

 当事業年度から「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号(平成19年３

月30日改正））が適用となったことに伴い、リー

ス取引開始日が同会計基準適用初年度開始前の不

動産に係るリース取引についても見直しを行い、

新たに解約不能と判定されたものについては上記

金額に含めて記載しております。  

１年内 3,088百万円 

１年超 23,833百万円 

計 26,921百万円 

  

―――  

１年内 2,973百万円 

１年超 20,552百万円 

計 23,525百万円 

マックスバリュ西日本㈱（8287）　平成23年2月期決算短信（非連結）

28



当事業年度（自 平成22年２月21日 至 平成23年２月20日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については、主として安全性の高い定期預金等の金融資産に限定し、資金調達について

は、銀行借入等による間接金融からの借入により資金調達しております。  

(2）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

投資有価証券は主として業務上の関係を有する会社の株式であり、市場価格の変動リスク及び信用リスクに

晒されております。 

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、主に1年以内の支払期日であります。 

長期借入金は主に営業取引及び設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行で

きなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期又は償還時期を分散させることにより流動性リスクの

回避を図っております。  

  

(3）金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理  

当社は、当社の属するグループ規程に従い、売掛金等の営業債権について、営業部門及び経理財務部門が取

引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等によ

る回収懸念の早期把握や貸倒れリスクの軽減を図っております。 

投資有価証券のうち、時価のある株式については四半期ごとに時価の把握を行い、時価のない株式等につい

ては定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。 

差入保証金の一部については、抵当権、質権を設定するなど保全措置を講じております。 

②市場リスクの管理  

投資有価証券等については、市場動向、時価及び発行体（取引先企業）の財務状況等を定期的にモニタリン

グして経営陣に報告するとともに、保有状況を継続的に見直しております。 

③資金調達に係る流動性リスクの管理  

 当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の

維持等により流動性リスクを管理しております。 

  

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によっ

た場合、当該時価が異なることもあります。 

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成23年２月20日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。((注２)を参照く

ださい） 

（*）当社は、デリバティブ取引を行っておりません。 

（金融商品関係）

  
貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

(1）現金及び預金  4,813  4,813  －

(2）投資有価証券  5,511   5,511  －

(3）差入保証金（１年内償還予定の差入保

証金を含む） 
 6,837  5,958  △879

 資 産 計  17,161  16,282  △879

(1）支払手形及び買掛金  23,791   23,791  －

(2）設備関係支払手形  3,027   3,027  －

(3）長期借入金（１年内返済予定の長期借

入金を含む） 
 3,812  3,822  10

(4）長期預り保証金（１年内返済予定の預

り保証金を含む） 
 5,502  5,087  △414

 負 債 計  36,132  35,728  △404

マックスバリュ西日本㈱（8287）　平成23年2月期決算短信（非連結）

29



  

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資 産  

(1)現金及び預金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。  

(2)投資有価証券  

 投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に

関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。 

(3)差入保証金 

 差入保証金の時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリ

ー・レートで割り引いた現在価値から貸倒見積高を控除した価額によっております。 

  

負 債 

(1)支払手形及び買掛金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)設備関係支払手形 

 設備関係支払手形の時価については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。  

(3)長期借入金  

 長期借入金の時価については、元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引

いた現在価値により算定しております。 

(4)長期預り保証金 

 長期預り保証金の時価については契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリ

ー・レート等で割り引いた現在価値により算定しております。 

  

（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象

としておりません。 

  

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 
  

(*)差入保証金については、償還予定が確定しているもののみ記載しており、償還期日を明確に把握できないも

の（ 百万円）については、償還予定額には含めておりません。 

  

 区分 貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式  105

合計  105

  
１年以内  
（百万円） 

１年超 
５年以内  
（百万円） 

５年超 
10年以内 
（百万円） 

10年超  
（百万円） 

現金及び預金   4,813  －  －  －

投資有価証券  5,511  －  －  －

差入保証金(*)  199  555    421  62

合計  10,524  555    421  62

5,511
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（注４）長期借入金の決算日後の返済予定額  

  

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品

の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。

  
１年以内  
（百万円） 

１年超 
２年以内  
（百万円） 

３年超 
４年以内 
（百万円） 

４年超 
５年以内  
（百万円） 

長期借入金  1,024  1,024  1,014  750

合計  1,024  1,024    1,014  750
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前事業年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成22年２月20日） 

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年２月21日 至 平成22年２月20日）は売却損益 

    がゼロであるため記載を省略しております。 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成22年２月20日） 

  

（有価証券関係）

  種類 
取得原価 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額（百万円） 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1）株式  1,014  3,461  2,446

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  1,014  3,461  2,446

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1）株式  975  785  △189

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  975  785  △189

合計  1,990  4,247  2,257

種類 貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式  105
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当事業年度 

１．その他有価証券（平成23年２月20日） 

（注） 非上場株式（貸借対照表計上額105百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。  

  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年２月21日 至 平成23年２月20日）は売却損益 

    がゼロであるため記載を省略しております。  

  

前事業年度（自 平成21年2月21日 至 平成22年2月20日） 

 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成22年2月21日 至 平成23年2月20日） 

 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

  種類 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
取得原価 
（百万円） 

差額（百万円） 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1）株式  5,143  1,464  3,678

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  5,143  1,464  3,678

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1）株式  368  525  △157

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  368  525  △157

合計  5,511  1,990  3,520

（デリバティブ取引関係）
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１．採用している退職給付制度の概要 

前事業年度  

 当社はイオン株式会社及び同社の主要国内関係会社で設立している確定給付型のイオン企業年金基金並び

に確定拠出年金制度及び退職金前払制度を採用しております。   

 なお、当該企業年金基金については、平成22年１月15日付で制度を改訂し、同年４月１日よりキャッシュ

バランス型年金（市場金利連動型年金）を柱とした新制度へ移行することとしております。なお、イオン企

業年金基金の退職給付制度の改訂に伴って生じた過去勤務債務を発生時において一括処理し、当事業年度に

特別利益として８億46百万円を計上しております。 

  

当事業年度  

 当社はイオン株式会社及び同社の主要国内関係会社で設立している確定給付型のイオン企業年金基金並び

に確定拠出年金制度及び退職金前払制度を採用しております。    

   

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

 （注）確定拠出年金の掛金支払額及び退職金前払制度による従業員に対する前払退職金支給額であります。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（退職給付関係）

  
前事業年度 

（平成22年２月20日） 
当事業年度 

（平成23年２月20日） 

(1）退職給付債務（百万円） 

(2）年金資産（百万円） 

(3）未積立退職給付債務（百万円） 

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） 

(5）退職給付引当金（百万円） 

 △2,865

 2,173

 △692

 484

 △207

 △3,010

 2,260

 △750

 464

 △285

  
前事業年度 

（自 平成21年２月21日 
至 平成22年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成22年２月21日 
至 平成23年２月20日） 

退職給付費用 

(1）勤務費用（百万円） 

(2）利息費用（百万円） 

(3）期待運用収益（減算）（百万円） 

(4）数理計算上の差異費用処理額（百万円） 

(5）その他（百万円）（注） 

(6）退職給付費用（百万円） 

  

 139

 87

 △27

 138

 164

 501

  

 100

 68

 △27

 134

 202

 478

  
前事業年度 

（平成22年２月20日） 
当事業年度 

（平成23年２月20日） 

(1）割引率（％）  2.4  2.4

(2）期待運用収益率（％）  1.30  1.28

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4）数理計算上の差異の処理年数 発生翌期より10年  発生翌期より 年  10
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 前事業年度（自 平成21年２月21日 至 平成22年２月20日） 

(1)ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 ①ストック・オプションの内容  

  （注）株式数に換算して記載しております。 

  

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ①ストック・オプションの数 

 ②単価情報 

  

（ストック・オプション等関係）

  
 第１回株式報酬型 
ストック・オプション

第２回株式報酬型 
ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役   11名 当社取締役   11名 

株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注） 
普通株式  24,900株 普通株式  21,800株 

付与日 平成20年４月21日  平成21年４月21日 

権利確定条件 ――― ――― 

対象勤務期間 定めておりません。  定めておりません。 

権利行使期間 
自 平成20年５月21日 

至 平成35年５月20日

自 平成21年５月21日 

至 平成36年５月20日 

    
第１回株式報酬型 

ストック・オプション 
第２回株式報酬型 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）   

前事業年度末    －  －

付与    24,900  21,800

失効    －  －

権利確定    24,900  21,800

未確定残    －  －

権利確定後 （株）   

前事業年度末    －  －

権利確定    24,900  21,800

権利行使    －  －

失効    －  －

未行使残    24,900  21,800

    
第１回株式報酬型 

ストック・オプション 
第２回株式報酬型 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  1  1

行使時平均株価 （円）  －  －

付与日における公正な評価

単価 
（円）  1,020  975
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(3)ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

    当事業年度において付与された平成21年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の 

   とおりであります。 

（注）１．予想残存期間と同期間の過去株価実績に基づき算定しております。 

２．権利行使期間の中間点において行使されたものとして算定しております。 

３．配当実績に基づき算定しております。 

４．平成21年４月22日付発表の国債利回りデータより算出しております。 

  

    
第２回株式報酬型 

ストック・オプション 

使用した評価技法    ブラック・ショールズ式 

株価変動性 （注）１ 24.8％ 

予想残存期間 （注）２ ７年６ヵ月 

予想配当 （注）３  35円／株 

無リスク利子率 （注）４ 1.17％ 
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 当事業年度（自 平成22年２月21日 至 平成23年２月20日） 

(1)ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 ①ストック・オプションの内容  

  （注）株式数に換算して記載しております。 

  

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ①ストック・オプションの数 

 ②単価情報 

  

  
 第１回株式報酬型 
ストック・オプション 

第２回株式報酬型 
ストック・オプション 

第３回株式報酬型 
ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役   11名 当社取締役   11名 当社取締役   9名 

株式の種類別のストック・オプショ

ンの数（注） 
普通株式  24,900株 普通株式  21,800株 普通株式  18,100株 

付与日 平成20年４月21日  平成21年４月21日 平成22年４月21日 

権利確定条件 ――― ――― ――― 

対象勤務期間 定めておりません。  定めておりません。  定めておりません。 

権利行使期間 
自 平成20年５月21日 

至 平成35年５月20日 

自 平成21年５月21日 

至 平成36年５月20日 

自 平成22年５月21日 

至 平成37年５月20日 

    
第１回株式報酬型 

ストック・オプション 
第２回株式報酬型 

ストック・オプション 
第３回株式報酬型 

ストック・オプション 

権利確定前 （株）    

前事業年度末    －  －  －

付与    24,900  21,800  18,100

失効    －  －  －

権利確定    24,900  21,800  18,100

未確定残    －  －  －

権利確定後 （株）    

前事業年度末    －  －  －

権利確定    24,900  21,800  18,100

権利行使    8,100  1,500  －

失効    －  －  －

未行使残    16,800  20,300  18,100

    
第１回株式報酬型 

ストック・オプション 
第２回株式報酬型 

ストック・オプション 
第３回株式報酬型 

ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  1  1  1

行使時平均株価 （円）  －  －  －

付与日における公正な評価

単価 
（円）  1,020  975  1,114
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(3)ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

    当事業年度において付与された平成22年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の 

   とおりであります。 

（注）１．予想残存期間と同期間の過去株価実績に基づき算定しております。 

２．権利行使期間の中間点において行使されたものとして算定しております。 

３．配当実績に基づき算定しております。 

４．平成22年４月22日付発表の国債利回りデータより算出しております。 

  

    
第３回株式報酬型 

ストック・オプション 

使用した評価技法    ブラック・ショールズ式 

株価変動性 （注）１ ％ 21.6

予想残存期間 （注）２ ７年６ヵ月 

予想配当 （注）３  35円／株 

無リスク利子率 （注）４ ％ 0.94
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前事業年度（自 平成21年２月21日 至 平成22年２月20日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成22年２月21日 至 平成23年２月20日） 

 該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成22年２月20日） 

当事業年度 
（平成23年２月20日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 

① 流動の部 ① 流動の部 

繰延税金資産 百万円

未払事業税  149

賞与引当金  230

その他  163

繰延税金資産合計  542

繰延税金資産 百万円

未払事業税  193

賞与引当金  271

その他  152

繰延税金資産合計  616

② 固定の部 ② 固定の部 

繰延税金資産 百万円

有形固定資産  2,497

長期前払費用  423

退職給付引当金  83

その他  76

繰延税金資産小計   3,081

評価性引当額   △847

繰延税金資産合計  2,234

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  882

特別償却積立金等  64

繰延税金負債合計  947

繰延税金資産の純額  1,286

繰延税金資産 百万円

有形固定資産  2,979

長期前払費用  444

退職給付引当金  115

その他  98

繰延税金資産小計   3,638

評価性引当額   △1,104

繰延税金資産合計  2,533

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  1,393

特別償却積立金等  98

繰延税金負債合計  1,492

繰延税金資産の純額  1,041

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整）     

受取配当金等一時差異でない

項目 
△0.4  

住民税均等割 2.4  

評価性引当額  0.3  

その他 0.6  

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
43.3  

法定実効税率 40.4％

（調整）     

受取配当金等一時差異でない

項目 
△0.4  

住民税均等割 3.0  

評価性引当額  3.9  

その他 0.7  

税効果会計適用後の法人税等

の負担率 
47.6  

（持分法投資損益）
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当事業年度（自 平成22年２月21日 至 平成23年２月20日）  

 当社は、兵庫県その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業施設等を所有しておりま

す。 

 これら賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。  

   （注）１．貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。 

      ２．当事業年度末の時価は、主に「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて

調整を行ったものも含む）であります。 

  

また、賃貸等不動産に関する平成23年２月における損益は、次のとおりであります。 

   （注） 賃貸収益はその他営業収入に、賃貸費用は（減価償却費、保険料、公租公課等）については販売費及び一

般管理費に計上しております。 

  

（追加情報） 

 当事業年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28

日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20

年11月28日）を適用しております。  

（賃貸等不動産関係）

貸借対照表計上額（百万円） 当事業年度末の時価 

（百万円） 前事業年度末残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高 

 9,826   1,338  11,164  14,403

賃貸収益 

（百万円）  

賃貸費用 

（百万円）  

差額 

（百万円）  

その他損益 

（百万円） 

 3,433   2,324  1,109  －
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前事業年度（自 平成21年２月21日 至 平成22年２月20日） 

（追加情報）  

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の表示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用

しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

１．関連当事者との取引  

(1）親会社及び法人主要株主等 

  当該事項はありません。 

  

(2）役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

(3）子会社等 

  当該事項はありません。  

(4）兄弟会社等   

 （注）取引条件ないし取引条件の決定方針等  

     １．商品の仕入価格、代金決済方法等については、市場価格、総原価、業界の商慣習等を考慮し、交渉のう 

       え一般取引条件と同様に決定しております。 

 ２．取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記  

(1）親会社情報 

  イオン株式会社（東京証券取引所に上場） 

  

(2）重要な関連会社の要約財務情報 

  該当事項はありません。   

  

（関連当事者情報）

属性 

会社等の 

名称又は

氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 

（百万円） 

事業の内
容又は職

業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関連当事者との

関係 
取引の内容

取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

親会社の

子会社 

イオンク

レジット

サービス

㈱ 

千葉市 

美浜区 
 15,466

金融サー

ビス業 

(所有割合)
直接 1.68 

  
(被所有割合)
直接 0.90 

クレジットの

業務委託及び

電子マネーの

業務委託   

クレジット

売掛 
 34,290

クレジッ
ト未収入
金  

2,855

電子マネー

売掛 
 17,006

電子マネ
ー未収入
金  

1,208

親会社の

子会社 

㈱フード

サプライ

ジャスコ 

千葉県 

船橋市 
 260

食品の製

造加工及

び配送 

(被所有割合)
直接 0.91  商品仕入   

商品仕入

（注）１ 
 17,850 買掛金 3,471

親会社の

子会社 

イオント

ップバリ

ュ㈱ 

千葉市 

美浜区 
 10

商品企画・

開発・販売

促進 

－ 商品仕入   
商品仕入

（注）１ 
 9,653 買掛金 1,059

親会社の

子会社 

イオン商

品調達㈱ 

千葉市 

美浜区 
 10 卸売業 － 商品仕入   

商品仕入

（注）１ 
 9,589 買掛金 822
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当事業年度（自 平成22年２月21日 至 平成23年２月20日） 

１．関連当事者との取引  

(1）親会社及び法人主要株主等 

  当該事項はありません。 

  

(2）役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

(3）子会社等 

  当該事項はありません。  

(4）兄弟会社等   

 （注）取引条件ないし取引条件の決定方針等  

     １．商品の仕入価格、代金決済方法等については、市場価格、総原価、業界の商慣習等を考慮し、交渉のう 

       え一般取引条件と同様に決定しております。 

 ２．取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記  

(1）親会社情報 

  イオン株式会社（東京証券取引所に上場） 

  

(2）重要な関連会社の要約財務情報 

  該当事項はありません。   

  

属性 

会社等の 

名称又は

氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 

（百万円） 

事業の内
容又は職

業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関連当事者との

関係 
取引の内容

取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

親会社の

子会社 

イオンク

レジット

サービス

㈱ 

千葉市 

美浜区 
 15,466

金融サー

ビス業 

(所有割合)
直接   

  
(被所有割合)
直接   

1.68

0.90

クレジットの

業務委託及び

電子マネーの

業務委託   

クレジット

売掛 
 36,321

クレジッ
ト未収入
金  

3,111

電子マネー

売掛 
 29,203

電子マネ
ー未収入
金  

1,478

親会社の

子会社 

イオンフ

ードサプ

ライ㈱ 

千葉県 

船橋市 
 260

食品の製

造加工及

び配送 

(被所有割合)
直接   0.91

商品仕入   
商品仕入

（注）１ 
 19,863 買掛金 3,717

親会社の

子会社 

イオント

ップバリ

ュ㈱ 

千葉市 

美浜区 
 342

商品企画・

開発・販売

促進 

－ 商品仕入   
商品仕入

（注）１ 
 10,354 買掛金 1,094

親会社の

子会社 

イオン商

品調達㈱ 

千葉市 

美浜区 
 10 卸売業 － 商品仕入   

商品仕入

（注）１ 
 11,275 買掛金 963
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 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

     該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

項目 
前事業年度 

（自 平成21年２月21日 
至 平成22年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成22年２月21日 
至 平成23年２月20日） 

１株当たり純資産額                円 銭 1,318 65 円 銭 1,447 58

１株当たり当期純利益               円 銭 161 97 円 銭 135 23

潜在株式調整後1株当たり当期純利益     円 銭  161 70 円 銭  134 92

項目 
前事業年度末 

（平成22年２月20日） 
当事業年度末 

（平成23年２月20日） 

 純資産の部の合計額（百万円）  34,526  37,913

 純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 46  57

 普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  34,479  37,856

 1株当たり純資産額の算定に用いられた 

 期末の普通株式の数（千株） 

 26,147  26,151

  
前事業年度 

（自 平成21年２月21日 
至 平成22年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成22年２月21日 
至 平成23年２月20日） 

1株当たり当期純利益額     

 当期純利益（百万円）  4,235  3,536

 普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

 普通株式に係る当期純利益（百万円）  4,235  3,536

 普通株式の期中平均株式数（千株）  26,147  26,149

潜在株式調整後1株当たり当期純利益額     

 普通株式増加数（千株）  43  59

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

 役員の異動につきましては、記載が可能になり次第速やかに開示いたします。 

(2）その他 

販売実績 

①販売実績の部門別状況 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５．その他

区分 

前期 
（自 平成21年２月21日 
至 平成22年２月20日） 

当期 
（自 平成22年２月21日 
至 平成23年２月20日） 

金額（百万円） 構成比率（％） 金額（百万円） 構成比率（％）

加工食品  53,087  24.3  57,143  23.9

酒類  16,871  7.7  18,621  7.8

日配食品  21,100  9.7  22,504  9.4

乳製品・冷蔵飲料  15,960  7.3  17,882  7.5

冷凍食品  6,382  2.9  7,136  3.0

寿司・弁当・惣菜  17,348  7.9  19,429  8.1

パン・生菓子  12,585  5.7  13,323  5.6

農産品  22,762  10.4  25,752  10.8

水産品  17,835  8.2  18,921  7.9

畜産品  18,989  8.7  20,206  8.5

食品部門計  202,925  92.8  220,920  92.5

日用雑貨  9,273  4.3  10,621  4.4

化粧・薬品  2,259  1.0  2,561  1.1

スポーツ・園芸・ペット等  1,177  0.6  1,247  0.5

衣料品  2,469  1.1  3,011  1.3

その他非食品  497  0.2  540  0.2

非食品部門計  15,677  7.2  17,981  7.5

合計  218,602  100.0  238,902  100.0
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②販売実績の地域別状況 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

地域 

前期 
（自 平成21年２月21日 
至 平成22年２月20日） 

当期 
（自 平成22年２月21日 
至 平成23年２月20日） 

売上高 
（百万円） 

構成比 
（％） 

期末店舗数 
（店） 

売上高 
（百万円） 

構成比 
（％） 

期末店舗数 
（店） 

兵庫県  105,961  48.5  79  106,847  44.7  81

岡山県  12,253  5.6  10  17,684  7.4  11

広島県  45,753  20.9  22  47,699  20.0  23

山口県  46,068    21.1  34  48,018    20.1  34

香川県  3,907  1.8  4  9,069  3.8  6

愛媛県  3,132  1.4  3  4,707  2.0  4

徳島県  1,525  0.7  2  4,874  2.0  2

合計  218,602  100.0  154  238,902  100.0  161
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