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1.  平成23年2月期の業績（平成22年3月1日～平成23年2月28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）

売上高 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 153,464 8.9 4,282 18.8 4,264 19.7 1,653 12.0
22年2月期 140,960 14.3 3,605 △28.0 3,562 △29.8 1,476 △35.7

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 94.87 94.82 4.5 7.4 2.8
22年2月期 84.70 84.63 4.1 6.5 2.6

（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 58,016 37,577 64.8 2,164.99
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  37,575百万円 22年2月期  36,647百万円

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 6,192 △839 △771 9,115
22年2月期 5,739 △13,127 288 4,533

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 ― 36.00 36.00 627 42.5 1.7
23年2月期 ― 0.00 ― 36.00 36.00 624 37.9 1.7
24年2月期(予想) ― 0.00 ― 36.00 36.00 37.6

3.  平成24年2月期の業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29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）

 

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

第2四半期(累計) 80,779 5.5 1,950 5.3 1,913 3.9 418 △13.8 24.14
通期 162,731 6.0 4,400 2.8 4,326 1.4 1,660 0.4 95.64
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は16ページ「重要な会計方針」に記載しております。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 138,428 株 22年2月期 52,140 株
③ 期中平均株式数 23年2月期 ― 株 22年2月期 ― 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
－ 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は、本資料発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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。業績予想に関する事項は、３ページの「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」に記載しております。 
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

当事業年度におけるわが国経済は、エコポイント制度に代表される政府の各種景気対策効果などを背景に、企業

業績は緩やかながら回復基調の動きが見られたものの、円高や原材料価格の高騰懸念もあり、国内景気や雇用環境

においては先行き不透明感を払拭できない状況で推移しました。食品スーパーマーケット業界におきましても、お

客さまの生活防衛意識が依然として根強い中、業種業態をこえた低価格競争が一段と激しさを増し、厳しい経営環

境が続いております。 

このような中で、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！！」をスローガンに掲げ、ス

ーパーマーケットの原点に立ち返り、ゼロベースでの改革を進めてまいりました。 

販売面におきましては、お客さまの節約志向が続く中、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に継続して取り組みました。このほか、医薬品の取扱い店舗を16店

舗に拡大するとともに、イオンのプライベートブランド「トップバリュ」の機能性衣料を中心とした肌着や靴下な

どの品揃えを拡大した衣料品コーナーを７店舗に導入いたしました。加えて、素材・産地・製法などにこだわった

高品質の「トップバリュセレクト」を集合させたコーナーを３店舗に導入し、お客さまの利便性向上に努めまし

た。 

また、2011年度よりスタートさせる計画の「新生マックスバリュ」の創造に向け、その第一ステップとして店舗

名称と業態の明確化を図るべく、マックスバリュを基本とした店舗名称への整理・統合を行いました。 

店舗展開につきましては、新店６店舗を開設し営業基盤の拡大に努める一方で、２店舗を閉鎖いたしました。ま

た、お客さまニーズへの対応と店舗収益構造の抜本的改善を図るべく、小型店舗を中心に９店舗をディスカウント

業態へ転換いたしました。 

以上のような取組みを進めたことにより、当事業年度の既存店売上高は対前期比98.0％となったものの、下半期

においては、対前年同期比99.8％と上半期（同96.0％）よりマイナス幅は3.8ポイント縮小するとともに、既存店

客数においても、同100.6％と上昇に転じております。一方、経費面においては、期初よりコスト削減の諸施策を

推進したことにより、既存店の販売費及び一般管理費は対前期比93.1％となり営業利益の底上げに寄与いたしまし

た。 

これらの結果、当事業年度の業績は、売上高は1,534億64百万円（対前期比108.9％）、営業利益は42億82百万円

（同118.8％）、経常利益は42億64百万円（同119.7％）、当期純利益は16億53百万円（同112.0％）と、利益面に

おいては二桁の増益を確保することができました。  

   

（店舗運営） 

店舗運営面におきましては、お客さま視点に基づく現場力の強化と生産性の向上を目指した業務改革に取り組み

ました。その具体例として作業の棚卸しによるムダ・ムラの排除や販促チラシ回数の削減などにより作業軽減を図

るとともに、適正な人員配置による人時効率の改善に取り組みました。また販促チラシについては、一部の店舗を

除き、土曜日を新聞折込日とし、１週間単位の企画に変更することにより、火曜・水曜日の強化に加え、週末の販

売強化も図りました。 

このほか、お客さまへの安全・安心な商品の提供をさらに強化するため、お客さま視点で品質管理業務の一端を

担うコミュニティー副店長を全店で採用するとともに、お客さまに店舗の後方施設を見学していただく「店舗後方

施設見学会」を全店舗にてスタートいたしました。この見学会は、多くのお客さまに安全・安心な商品の提供に向

けた取組みを公開するものであり、当事業年度における開催回数は延べ495回、参加者数は1,501名となりました。

  

（商品部門別の動向） 

お客さまの低価格志向に対応すべく、プライスリーダーシップを合言葉に各商品部門ごとに、地域一番のお買得

商品を選定し、単品大量陳列を基本としつつ、お客さまに対し、商品や価格へのこだわりが伝わる売場づくりに取

り組みました。その一方、地域行事や季節ごとに変化する「旬」や生活シーンに合わせた提案型の売場づくりにも

取り組みました。 

青果・鮮魚・精肉の生鮮部門では、青果部門を集客の核となる部門として位置づけ、低価格での商品提供を継続

して展開するとともに、店内作業を軽減するため加工済み商品の開発に取り組みました。鮮魚・精肉部門では鮮魚

一次加工所の取扱高の拡大や精肉プロセスセンターの全店活用を進めました。 

フード部門では、年間で取り扱う基本商品の「味」と「出来たて」へのこだわりを持ちつつ、季節に応じた商品

開発による品揃えの充実を図り、また健康志向に対応した低カロリー商品の開発に取り組みました。 

デイリー(日配品)・グロッサリー(加工食品)・ノンフーズ(非食品)部門では、プライスリーダーシップを発揮す

る部門として、価格政策を強化すべくイオングループの需要集約機能を活用した仕入を拡大するとともに、確かな

品質でお買得なトップバリュ商品を集めたコーナーを拡充させ、安さの伝わる売場づくりや、機能や嗜好を視覚に

訴える提案型の売場づくりにも取り組みました。なお、トップバリュ商品の販売は好調に推移し、その売上高構成

比は9.6％となりました。 

また、恒例となった「だいすき静岡」など地産地消を推進する企画を県単位にて定期的に実施したことに加え、

お客さまに各地の商品を提案する企画として沖縄フェアやオーストラリアフェアなどを開催し、それぞれの地域の

旬や美味しい商品の提案にも取り組みました。 

１．経営成績
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加えて、地域の生産者さまやメーカーさまと連携して富士山の恵みに授かった商品開発と販売促進を行い、地域

産業の活性化と富士山の美化活動を応援する「ありがとう富士山キャンペーン」を開始いたしました。このキャン

ペーンは、お取引先さまとともに選定した「ありがとう富士山キャンペーン」対象商品をお買い求めいただくこと

により、その売上金の一部を静岡県と山梨県にそれぞれ寄付させていただき、富士山の美化・保全活動などに役立

てていただく取組みです。 

  

（店舗開発） 

店舗開発におきましては、静岡県を中心に神奈川県、山梨県及び愛知県において、それぞれのドミナント戦略を

強化すべく、継続的な新規出店に取り組んでおります。当事業年度においては、2010年３月に開店した静岡曲金店

（静岡市駿河区）を皮切りに、上半期は静岡市内で２店舗、また下半期は富士市及び富士宮市で３店舗と各エリア

においてのドミナント強化を図りました。このほか、愛知県に１店舗を開設し合計６店舗の新店を開設いたしまし

た。 

その一方、老朽化した店舗など２店舗を閉鎖いたしました。これらの結果、当事業年度末における店舗数は90店

舗（静岡県70店舗、神奈川県９店舗、山梨県７店舗及び愛知県４店舗）となりました。  

  

  

②次期の見通し 

わが国経済は、新興国経済の成長などを背景に、一部に景気回復の兆しが見られたものの、2011年３月11日に発

生した東日本大震災により、日本全体が甚大なダメージを被るとともに、電力需給や原発事故の問題が経済活動や

消費者心理の冷込みにつながるなど、景気の先行き不透明感が強まっており、食品スーパーマーケット業界を取り

巻く環境は一段と厳しさを増すものと予想されます。 

このような環境の中、2012年３月には、マックスバリュ東海株式会社に商号変更してから10周年の節目を迎えま

す。この節目に向けた2011年度を第２の創業の年と位置づけ、「マックスバリュ」業態を基本としつつ、ディスカ

ウント業態店舗「ザ・ビッグ」を含め、マーケット・店舗規模により４業態に区分し、その確立と軌道化にスピー

ドをあげて取り組んでまいります。 

店舗計画といたしましては、2011年３月に開設した清水八坂店及び富士河口湖店を含め６店舗の新規開設を目指

すとともに、４業態の一翼を担うディスカウント業態「ザ・ビッグ」の事業モデルの構築に向け、新たに５店舗の

既存店舗の業態転換に取り組んでまいります。 

収益面におきましては、消費環境の先行き不透明感が継続するものと予想されますが、ディスカウント業態店舗

の拡大を踏まえ、前期は低調に推移した既存店売上高の伸び率を対前期比100.6％で設定する一方、オペレーショ

ン改革を中心とした人時効率の改善に引き続き取り組み、経費コントロールをより強化してまいります。 

以上のような取組みにより、次期の業績につきましては、売上高1,627億31百万円（対前期比106.0％）、営業利

益44億円（同102.8％）、経常利益43億26百万円（同101.4％）、特別損益として、新会計基準の適用による資産除

去債務など一過性の特別損失の計上を見込み、当期純利益16億60百万円（同100.4％）を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産  

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比し、６億12百万円増加し、580億16百万円になりました。これは

現金及び預金の増加29億91百万円、関係会社預け金の増加15億円、物流センター用の賃貸不動産の売却等による

有形固定資産の減少35億61百万円などによるものであります。 

② 負債  

当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比し、３億11百万円減少し、204億39百万円になりました。これ

は未払消費税等が９億23百万円増加した一方で、物流センター用の賃貸不動産の売却に際し、その手付金13億円

を売買代金に充当したことなどにより、預り金が15億36百万円減少したことなどによるものであります。 

③ 純資産  

当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比し、９億24百万円増加し、375億77百万円になりました。これ

は、当期純利益の計上16億53百万円、剰余金の配当６億27百万円などによるものであります。  

④キャッシュ・フローの状況  

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。）は、前事業年度末に比し45億81百万円増

加し、91億15百万円になりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次のとお

りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果得られた資金は、61億92百万円（前年同期は57億39百万円の収入）になりました。これは税引

前当期純利益29億53百万円、減価償却費25億71百万円、減損損失12億53百万円、法人税等の支払額11億12百万円

などによるものであります。 

（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、８億39百万円（前年同期は131億12百万円の支出）になりました。これは有

形固定資産の取得による支出38億15百万円、有形固定資産の売却による収入28億80百万円などによるものであり

ます。 
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（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、７億71百万円（前年同期は２億88百万円の収入）になりました。これは、配

当金の支払額６億27百万円、自己株式の取得による支出１億10百万円などによるものであります。  

  

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移  

(注）1.自己資本比率：自己資本÷総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 

  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 

     2.2007年2月期から2009年２月期までは連結ベースの財務数値により、2010年2月期からは個別の財務数値により

算出しております。   

      3.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。 

       4.2009年２月期は期中に有利子負債を全額返済しておりますので、キャッシュ・フロー対有利子負債比率は記載

せず、インタレスト・カバレッジ・レシオのみを記載しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、中長期的な成長を目指し、設備投資計画、フリー・キャッシュ・フローの状況等を勘案しつつ、経営成

績を反映させた配当性向の目安を30％に置いておりますが、同時に株主の皆さまへの安定的な利益還元を図ること

を経営の重要な課題として位置付けております。 

また、配当回数につきましては、年１回の期末配当を行うことを基本方針とし、剰余金の配当の決定機関を取締

役会としております。 

内部留保につきましては、新店投資や既存店のスクラップ・アンド・ビルド、さらにはＭ＆Ａなど事業規模の拡

大に充てるとともに、ＩＴ関連の充実・人材の育成など事業基盤の強化のための投資にも充てていく方針でありま

す。また、自己株式の取得につきましても機動的に実施し資本効率の向上を図ってまいります。 

当期の剰余金の配当につきましては、普通株式１株につき36円を予定しております。また、次期の配当金につき

ましては、引き続き厳しい業績予想ではありますが、上記方針に基づき当期と同様の１株当たり普通配当36円とさ

せていただく予定であります。 

  

(4）事業等のリスク 

近の有価証券報告書（2010年５月24日提出）における「事業等のリスク」から、期末日現在において重要な変

更がないため開示を省略しております。  

  2007年2月期 2008年2月期 2009年2月期 2010年2月期 2011年2月期 

自己資本比率（％）  71.3  70.5  69.4  63.8  64.8

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 87.8  55.2  37.8  31.3  33.7

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（％） 
 6.7  7.1  －  31.0  27.8

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 
 1,854.1  695.2  379.5  83.2  92.8
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 当社は、純粋持株会社イオン株式会社を中心とするイオングループ（以下、企業集団をさす場合は、単に「イオン」

という。）のスーパーマーケット事業における東海地区の中核企業であり、静岡県を中心として神奈川県、山梨県及び

愛知県に食品スーパーマーケットを展開しております。なお、当社はイオン各社から、イオンのプライベートブランド

である「トップバリュ」をはじめとする商品の一部供給、店舗の維持管理に関する取引や用度品・資材の供給、ショッ

ピングセンターへのテナント出店、クレジット・電子マネーの業務委託、物流業務の委託等の取引を行っております。

  

 これら事業に係る系統図は、次のとおりであります。 

［事業系統図］ 

 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針   

 当社は、「何よりもお客さまの利益を優先しよう。」という企業理念を根幹とし、「１店１店、ひとりひとりが

光り輝く、地域 良のスーパーマーケットチェーンを構築する」というビジョンのもと、どこよりも「気持ちのよ

い挨拶ができる店」、どこよりも「商品を大切にする店」、どこよりも「サービスレベルが高い店」、どこよりも

「お客さまのご意見やご要望を真剣に聞く店」の具現化を目指して経営に取り組んでおります。同時に一人一人の

お客さまを大切にし、それぞれの地域に密着したお店、言い換えればその地域になくてはならない、あてにされる

お店づくりを目指しており、それぞれの店舗が地域一番店としてのゆるぎない地位を確立し、持続的な成長と地域

社会との共生に努めることが重要であると考えております。 

 そのためには、全従業員が絶えずお客さまの視点に立ち、お客さまの声に真剣に耳を傾け、誠実かつ迅速に行動

することが不可欠であると考えております。 

  

(2）目標とする経営指標  

売上高対営業利益率、経常ＲＯＡ（総資産経常利益率）並びにＲＯＥ（自己資本当期純利益率）を経営効率の重

要指標として位置付けております。売上高対営業利益率については3.5％以上の実現を、経常ＲＯＡについては

10％以上を、目標数値としております。 

今後、重要指標の達成に向け、収益性の一層の強化を図るとともに、人時生産性の向上による労働分配率の改善

など重点課題を明確にし、改革のスピードを上げてまいります。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、今後予想される経済環境の変化や人口減少・高齢化社会の進行といったマーケット変化に適応すべく、

企業体質の変革・強化に努めてまいります。そのために以下の３つの重要課題に取り組むとともに、品質管理体制

をはじめとした内部統制機能の強化に引き続き取り組んでまいります。 

①お客さまが「安全・安心」を実感できる店舗づくり 

②競争に打ち勝つ強い営業力・商品力による店舗収益力の向上 

③オペレーション改革による抜本的コスト構造の変換 

また、地域の風習や習慣に基づいた商品を積極的に展開していくとともに、世代交代に伴い失われつつある地域

食材や伝統料理のレシピなどを掘り起こし、１店１店が地域社会の中であてにされ、なくてはならないお店である

という地位を確立したいと考えております。同時に、社会の一構成員として、環境問題にも積極的に取り組むほ

か、地域のスーパーマーケットに求められる、また提供できるサービス機能とは何かを絶えず考えながら、お客さ

まの声に誠実かつ迅速にお応えできる店舗運営の具現化により、企業価値の向上を図ってまいります。  

  

(4）会社の対処すべき課題 

当社は、2012年３月にマックスバリュ東海株式会社に商号変更してから10周年の節目を迎えます。この節目に向

けた2011年度を第２の創業の年と位置づけ、「新生マックスバリュ」の創造に向け、全従業員が今一度「何よりも

お客さまの利益を優先しよう。」という企業理念のもと、４つの行動指針を実践するとともに、お客さま視点での

経営をさらに強化するため、「お客さまのために考え抜き、全員で行動しよう！」を2011年度のスローガンといた

しました。またその具体的なテーマとして、 

①作業のムダをなくす。 

②お客さま不満足をなくす。 

③安全な商品を提供する。 

の３項目を設定し、原点に立ち返り、お客さまに支持される店舗づくりに取り組んでまいります。 

  

３．経営方針
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(2010年２月28日) 

当事業年度 
(2011年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,505,401 7,496,609

売掛金 44,747 70,048

商品 2,360,092 2,731,768

貯蔵品 32,952 33,175

前払費用 316,592 324,659

繰延税金資産 756,586 825,245

未収入金 2,345,873 2,520,101

未収消費税等 23,713 －

関係会社預け金 － 1,500,000

その他 64,730 259,507

流動資産合計 10,450,689 15,761,116

固定資産   

有形固定資産   

建物 22,707,415 22,823,123

減価償却累計額 △5,283,532 △6,357,429

建物（純額） 17,423,883 16,465,693

構築物 3,081,988 3,324,418

減価償却累計額 △1,227,597 △1,435,153

構築物（純額） 1,854,391 1,889,265

車両運搬具 12,986 11,572

減価償却累計額 △9,675 △10,193

車両運搬具（純額） 3,311 1,378

工具、器具及び備品 7,358,987 7,818,337

減価償却累計額 △4,216,529 △4,876,052

工具、器具及び備品（純額） 3,142,457 2,942,284

土地 12,621,601 11,026,507

リース資産 945,235 945,235

減価償却累計額 △47,261 △100,059

リース資産（純額） 897,973 845,175

建設仮勘定 886,786 98,495

有形固定資産合計 36,830,405 33,268,800

無形固定資産   

のれん 2,356,303 1,483,961

ソフトウエア 164,833 240,149

その他 10,034 9,552

無形固定資産合計 2,531,171 1,733,662
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（単位：千円）

前事業年度 
(2010年２月28日) 

当事業年度 
(2011年２月28日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 174,265 175,372

関係会社株式 354,364 －

長期貸付金 56,531 46,447

破産更生債権等 49,276 42,676

長期前払費用 888,815 1,061,598

繰延税金資産 2,986,428 2,916,909

差入保証金 3,125,513 3,052,506

その他 26,449 5,552

貸倒引当金 △69,790 △48,382

投資その他の資産合計 7,591,853 7,252,680

固定資産合計 46,953,429 42,255,143

資産合計 57,404,119 58,016,260

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,830,571 8,772,329

短期借入金 1,000,000 1,000,000

リース債務 22,751 23,873

未払金 1,699,197 1,616,480

未払費用 1,044,683 868,716

未払法人税等 644,050 814,919

未払消費税等 － 923,783

預り金 1,994,721 458,008

前受収益 98,628 80,758

賞与引当金 470,362 661,799

役員業績報酬引当金 33,967 54,745

店舗閉鎖損失引当金 15,110 71,105

その他 9,307 7,726

流動負債合計 15,863,352 15,354,246

固定負債   

リース債務 665,354 641,480

退職給付引当金 3,367,925 3,597,489

商品券回収損失引当金 33,756 32,644

長期預り保証金 676,944 666,919

その他 143,694 146,299

固定負債合計 4,887,674 5,084,834

負債合計 20,751,027 20,439,080
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（単位：千円）

前事業年度 
(2010年２月28日) 

当事業年度 
(2011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   

資本準備金 2,893,374 2,893,374

資本剰余金合計 2,893,374 2,893,374

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 30,000,000 30,000,000

繰越利益剰余金 1,594,002 2,614,355

利益剰余金合計 31,594,002 32,614,355

自己株式 △69,952 △162,673

株主資本合計 36,585,274 37,512,906

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 62,217 62,884

評価・換算差額等合計 62,217 62,884

新株予約権 5,600 1,387

純資産合計 36,653,092 37,577,179

負債純資産合計 57,404,119 58,016,260
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

当事業年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011年２月28日) 

売上高 140,960,391 153,464,941

売上原価   

商品期首たな卸高 2,057,719 2,360,092

当期商品仕入高 105,271,788 115,336,972

合計 107,329,507 117,697,064

他勘定振替高 ※1  24,618 ※1  22,328

商品期末たな卸高 2,360,092 2,731,768

商品売上原価 104,944,796 114,942,967

売上総利益 36,015,594 38,521,974

その他の営業収入   

不動産賃貸収入 1,386,495 1,444,473

施設利用料収入 950,909 1,045,706

その他 389,873 455,872

その他の営業収入 2,727,278 2,946,052

営業総利益 38,742,873 41,468,026

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 933,839 1,000,506

販売促進費 1,809,025 2,114,012

従業員給料及び賞与 15,714,392 16,225,394

賞与引当金繰入額 470,362 661,799

役員業績報酬引当金繰入額 28,950 54,745

退職給付費用 356,994 388,825

法定福利及び厚生費 1,998,705 2,108,401

不動産賃借料 3,774,385 3,967,926

動産リース料 139,234 88,979

減価償却費 2,330,095 2,571,813

水道光熱費 2,261,441 2,524,970

修繕維持費 1,534,912 1,680,320

のれん償却額 230,302 236,241

その他 3,554,564 3,561,959

販売費及び一般管理費合計 35,137,207 37,185,895

営業利益 3,605,665 4,282,130

営業外収益   

受取利息 23,330 19,967

受取配当金 3,044 3,331

受取補償金 － 10,500

違約金収入 19,218 －

生命保険配当金 － 6,913

雑収入 17,744 30,016

営業外収益合計 63,336 70,728

営業外費用   

支払利息 72,227 68,725

支払補償費 － 9,648

シンジケートローン手数料 32,000 －

雑損失 2,773 10,032

営業外費用合計 107,000 88,406

経常利益 3,562,001 4,264,453
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

当事業年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011年２月28日) 

特別利益   

固定資産売却益 － ※2  7,113

貸倒引当金戻入額 23,133 18,407

補助金収入 103,213 29,495

その他 14,414 5,194

特別利益合計 140,761 60,211

特別損失   

固定資産売却損 ※3  6,931 －

固定資産除却損 ※4  140,616 ※4  19,995

減損損失 ※5  696,513 ※5  1,253,965

貸倒引当金繰入額 3,000 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 60,094 83,014

その他 108,235 14,648

特別損失合計 1,015,391 1,371,624

税引前当期純利益 2,687,371 2,953,040

法人税、住民税及び事業税 1,038,354 1,299,393

法人税等調整額 172,659 421

法人税等合計 1,211,013 1,299,815

当期純利益 1,476,357 1,653,225

マックスバリュ東海(株)　(8198)　平成23年２月期　決算短信(非連結)

- 12 -



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

当事業年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,167,850 2,167,850

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,167,850 2,167,850

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,893,374 2,893,374

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,893,374 2,893,374

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 28,000,000 30,000,000

当期変動額   

別途積立金の積立 2,000,000 －

当期変動額合計 2,000,000 －

当期末残高 30,000,000 30,000,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,804,286 1,594,002

当期変動額   

別途積立金の積立 △2,000,000 －

剰余金の配当 △679,760 △627,924

当期純利益 1,476,357 1,653,225

自己株式の処分 △6,880 △4,947

当期変動額合計 △1,210,283 1,020,353

当期末残高 1,594,002 2,614,355

利益剰余金合計   

前期末残高 30,804,286 31,594,002

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △679,760 △627,924

当期純利益 1,476,357 1,653,225

自己株式の処分 △6,880 △4,947

当期変動額合計 789,716 1,020,353

当期末残高 31,594,002 32,614,355

自己株式   

前期末残高 △86,964 △69,952

当期変動額   

自己株式の取得 △764 △110,118

自己株式の処分 17,777 17,397

当期変動額合計 17,012 △92,721

当期末残高 △69,952 △162,673
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

当事業年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011年２月28日) 

株主資本合計   

前期末残高 35,778,545 36,585,274

当期変動額   

剰余金の配当 △679,760 △627,924

当期純利益 1,476,357 1,653,225

自己株式の取得 △764 △110,118

自己株式の処分 10,896 12,450

当期変動額合計 806,728 927,632

当期末残高 36,585,274 37,512,906

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 63,601 62,217

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,383 667

当期変動額合計 △1,383 667

当期末残高 62,217 62,884

新株予約権   

前期末残高 4,860 5,600

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 740 △4,212

当期変動額合計 740 △4,212

当期末残高 5,600 1,387

純資産合計   

前期末残高 35,847,007 36,653,092

当期変動額   

剰余金の配当 △679,760 △627,924

当期純利益 1,476,357 1,653,225

自己株式の取得 △764 △110,118

自己株式の処分 10,896 12,450

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △643 △3,544

当期変動額合計 806,085 924,087

当期末残高 36,653,092 37,577,179
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 2009年３月１日 
 至 2010年２月28日) 

当事業年度 
(自 2010年３月１日 
 至 2011年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 2,687,371 2,953,040

減価償却費 2,330,095 2,571,813

減損損失 696,513 1,253,965

のれん償却額 230,302 236,241

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,133 △21,407

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,395 191,436

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） △13,523 20,777

退職給付引当金の増減額（△は減少） 213,918 229,564

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △134,219 55,995

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） △1,298 △1,111

受取利息及び受取配当金 △26,374 △23,299

支払利息 72,227 68,725

固定資産売却損益（△は益） 6,931 △7,113

固定資産除却損 140,616 19,995

売上債権の増減額（△は増加） 5,503 △25,301

たな卸資産の増減額（△は増加） △316,321 △371,899

その他の資産の増減額（△は増加） △784,231 △285,830

仕入債務の増減額（△は減少） 1,491,414 △58,242

その他の負債の増減額（△は減少） 484,731 439,566

その他 115,582 101,855

小計 7,161,710 7,348,772

利息及び配当金の受取額 34,121 23,231

利息の支払額 △68,992 △66,737

法人税等の支払額 △1,387,077 △1,112,829

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,739,762 6,192,437

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 800,000 －

有形固定資産の取得による支出 △11,445,170 △3,815,739

有形固定資産の売却による収入 91,871 2,880,387

無形固定資産の取得による支出 △77,011 △131,372

固定資産譲渡予約契約に伴う手付金収入 1,300,000 －

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 △429,648 △121,018

敷金及び保証金の回収による収入 253,911 145,043

営業譲受による支出 ※2  △3,300,000 －

その他 △321,803 △150,713

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,127,851 △839,989

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 △31,105 △33,183

自己株式の取得による支出 △764 △110,118

配当金の支払額 △679,760 △627,924

その他 62 219

財務活動によるキャッシュ・フロー 288,432 △771,007

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,099,656 4,581,441

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期末残高 ※1  4,533,588 ※1  9,115,029
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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

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 2009年３月１日 
至 2010年２月28日） 

当事業年度 
（自 2010年３月１日 
至 2011年２月28日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

─────  

  その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日現在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） 

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（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切下げの方法によ

り算定） 
  

(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（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切下げの方法によ

り算定） 

  

  (2)貯蔵品 

終仕入原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切下げの方法によ

り算定） 

（会計方針の変更）  

「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日公表分）を当事業年度から適用し、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（貸借対照表価

額は収益性の低下による簿価切下げの方

法により算定）に変更しております。  

なお、当該変更による当事業年度の損

益に与える影響はありません。  

(2)貯蔵品 

終仕入原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切下げの方法によ

り算定） 
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項目 

前事業年度 

（自 2009年３月１日 

至 2010年２月28日） 

当事業年度 

（自 2010年３月１日 

至 2011年２月28日） 

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 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

  

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

同 左   

   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 

 車両運搬具     ４年～６年 

 工具、器具及び備品 ２年～20年 

  

  

  (2)無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウェアについては、

社内における見込利用可能期間（５年）

に基づく定額法 

  

(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

を零とする定額法 

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

2009年2月28日以前のリース取引につい

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。 

（会計方針の変更）  

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。 

この変更により、当事業年度の営業利

益は31,558千円増加し、経常利益及び税

引前当期純利益 は23,592千円減少して

おります。  

  

(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

を零とする定額法 

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

2009年2月28日以前のリース取引につい

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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (4)投資その他の資産 

長期前払費用 

定額法 

(4)投資その他の資産 

長期前払費用 

同 左 
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項目 

前事業年度 

（自 2009年３月１日 

至 2010年２月28日） 

当事業年度 

（自 2010年３月１日 

至 2011年２月28日） 

４.外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同 左 

５．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒れによる損失に備

え、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、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 

 従業員及びフレックス社員（パートタ

イマー）の賞与の支給に備え、将来の支

給見込額のうち当事業年度の負担額を計

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 

役員業績報酬の支給に備えて、当事業

年度における支給見込額に基づき計上し

ております。 

  

(3)役員業績報酬引当金 

同 左  

  (4)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中途

解約金及び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。 

  

(4)店舗閉鎖損失引当金 

同 左 

  (5)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え、当事業年度

末における退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

なお、数理計算上の差異は、その発生

時の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

した金額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしております。 

  

(5)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え、当事業年度

末における退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。 

なお、数理計算上の差異は、その発生

時の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

した金額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしております。 
  
(会計方針の変更）  

当事業年度より、「「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。 

なお、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。  

  

  (6)商品券回収損失引当金 

一定期間経過後収益に計上した未回収

商品券について、将来の回収時の損失に

備えるため、合理的な見積りによる将来

の回収見込額を計上しております。 

  

(6)商品券回収損失引当金 

同 左 

  

６．のれん及び負ののれん

の償却に関する事項 

のれんの償却については、のれんの発

生原因に基づき、その効果の及ぶ期間

（４年～15年）で均等償却しておりま

す。 

同 左 
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項目 

前事業年度 

（自 2009年３月１日 

至 2010年２月28日） 

当事業年度 

（自 2010年３月１日 

至 2011年２月28日） 

７．キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲 

キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、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か月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。  

同 左 

８．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

  

消費税等の処理方法 

同 左 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 2009年３月１日 
至 2010年２月28日） 

当事業年度 
（自 2010年３月１日 
至 2011年２月28日） 

（貸借対照表） ─────  

「役員業績報酬引当金」は、前事業年度まで「役員賞

与引当金」として表示しておりましたが、内容をより明

瞭に表示するため、当事業年度より勘定科目の名称を変

更しております。  

  

（損益計算書） （損益計算書） 

前事業年度まで営業外収益に区分掲記しておりました

「受取保険金」（当期計上額3,759千円）については、

重要性が低下したため、当事業年度より営業外収益の

「雑収入」に含めて表示しております。 

前事業年度まで営業外収益に区分掲記しておりました

「違約金収入」（当期計上額5,273千円）については、

営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事

業年度より営業外収益の「雑収入」に含めて表示してお

ります。 

  

前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示

しておりました「違約金収入」は、営業外収益の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しております。 

なお、前事業年度における「違約金収入」の金額は

7,092千円であります。 

  

前事業年度まで営業外費用に区分掲記しておりました

「シンジケートローン手数料」（当期計上額2,000千

円）については、営業外費用の総額の100分の10以下と

なったため、営業外費用の「雑損失」に含めて表示して

おります。   

前事業年度まで営業外費用に区分掲記しておりました

「事業譲受関連費用」（当期計上額1,200千円）につい

ては、営業外費用の総額の100分の10以下となったた

め、営業外費用の「雑損失」に含めて表示しておりま

す。  

  

前事業年度まで特別損失に区分掲記しておりました

「関係会社株式評価損」（当期計上額4,206千円）につ

いては、特別損失の総額の100分の10以下となったた

め、特別損失の「その他」に含めて表示しております。 
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（貸借対照表関係）  

貸借対照表に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を

省略しております。  

   

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 2009年３月１日 
至 2010年２月28日） 

当事業年度 
（自 2010年３月１日 
至 2011年２月28日） 

※１ 他勘定振替高の内容 

   自社消費により販売費及び一般管理費に振替えたも

のであります。 

  

※１ 他勘定振替高の内容 

   同 左 

────────── 

  

※２ 固定資産売却益の主な内容 

  

建物   千円 4,737

工具、器具及び備品   千円 749

土地   千円 77

その他  千円 1,549

計 千円 7,113

※３ 固定資産売却損の主な内容 ────────── 

  

土地   千円 3,445

その他  千円 3,486

計 千円 6,931

  

       

      

      

※４ 固定資産除却損の主な内容 ※４ 固定資産除却損の主な内容 

建物 千円55,287

構築物 千円298

工具、器具及び備品 千円39,589

その他  千円45,441

計 千円140,616

建物 千円3,765

構築物 千円2,659

工具、器具及び備品 千円13,273

その他  千円297

計 千円19,995
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前事業年度 
（自 2009年３月１日 
至 2010年２月28日） 

当事業年度 
（自 2010年３月１日 
至 2011年２月28日） 

※５ 減損損失 

当事業年度において、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。 

※５ 減損損失 

当事業年度において、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。 

用途 場所 

種類及び減損損失 

建物 
  
  

（千円） 

構築物
  
  

（千円） 

工具、器
具及び備
品 
（千円） 

のれん 
  
  

（千円） 

その他
  
  

（千円）

合 計

 
 

（千円）

店舗 
MV浜松可美店 
(浜松市南区) 

 70,536 6,330  24,700  － 6,774 108,341

店舗 EX下田銀座店 
（静岡県下田市） 

 83,821 3,727  17,289  － 46 104,886

店舗 
EX唐瀬店 
（静岡市葵区） 

 2,673 1,945  53  － － 4,672

店舗 
葵町店 
（浜松市中区） 

 371 222  1,071  － 270 1,936

賃貸不

動産 

旧シーズンセレク

ト福田店 
（静岡県磐田

市）  

 173,049 45,253  －  － － 218,302

賃貸不

動産 

唐瀬ビル 
（静岡市葵区）  

 11,135 －  －  － － 11,135

－  
シーズンセレクト 
のれん  

 － －  －  247,239 － 247,239

  
合  計  

 341,588 57,479  43,114  247,239 7,091 696,513

  

用途 場所

種類及び減損損失 

建物

（千円）

構築物

（千円）

工具、器

具及び備

品 
（千円） 

土地 

（千円） 
のれん  
（千円） 

その他

（千円）

合 計

（千円）

店舗

EX下田銀
座店 
（静岡県
下田市）

253 1,124  9,586  －  － － 10,963

店舗

EX浜松 
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

浜松三方
原店 
（浜松市
北区） 

21,835 4,585  18,775  －  － 1,320 46,517

店舗
湖西店 
（静岡県
湖西市） 

53,674 567  26,461  －  － 2,625 83,329

店舗
蒲原店 
（静岡市
清水区） 

68,769 602  3,328  －  249,344 2,518 324,564

店舗

EX大仁店 
（静岡県
伊豆の国
市） 

17,394 707  5,617  －  － － 23,720

賃貸

不動

産 

旧シーズ
ンセレク
ト福田店 
（静岡県
磐田市） 

70,273 －  －  －  － 13,708 83,982

賃貸

不動

産 

北丸子ビ
ル 
（静岡市
駿河区） 

8,236 －  －  －  － － 8,236

流通

セン

ター

浜松流通
センター 
（浜松市
東区）  

13,647 2,111  300  59,492  － － 75,552

－
シーズン
セレクト 
のれん  

－ －  －  －  386,756 － 386,756

遊休

資産

GL伊東店
跡地 
（静岡県
伊東市） 

－ －  －  30,110  － － 30,110

  合  計  337,656 18,268  122,495  89,603  636,100 49,841 1,253,965
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（株主資本等変動計算書関係）  

株主資本等変動計算書に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた

め、開示を省略しております。   

  

前事業年度 
（自 2009年３月１日 
至 2010年２月28日） 

当事業年度 
（自 2010年３月１日 
至 2011年２月28日） 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す 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、当初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、主として

％で割り引いて算定しております。 7.3

当社は、キャッシュ・フローを生み出す 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、主として

％で割り引いて算定しております。 

  

7.6
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リース取引、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等、税効果会計、関連当事者情報

に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しており

ます。 

  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 2009年３月１日 
至 2010年２月28日） 

当事業年度 
（自 2010年３月１日 
至 2011年２月28日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（2010年２月28日現在） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（2011年２月28日現在） 

現金及び預金 千円4,505,401

預け金（流動資産その他） 千円28,186

現金及び現金同等物 千円4,533,588

現金及び預金 千円7,496,609

関係会社預け金 千円1,500,000

預け金（流動資産その他） 千円118,419

現金及び現金同等物 千円9,115,029

※２ 事業の一部譲受けにより取得した資産及び負債の

主な内訳 

事業の一部譲受けにより取得した資産及び負債の

主な内訳並びに取得のため支出（純額）との関係は

次のとおりであります。 

─────  

  

３ 重要な非資金取引の内容 

 当事業年度に新たに計上したファイナンス・リー

ス取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ945,235

千円であります。  

流動資産  千円216,622

固定資産  千円1,456,145

のれん  千円1,645,130

固定負債  千円△17,897

差  引：営業譲受による支出 千円3,300,000

───── 

    

（開示の省略）
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当事業年度（自 2010年３月１日 至 2011年２月28日） 

当社は、静岡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．当事業年度増減額のうち、主な増加は新店開設によるもの398,951千円、主な減少は物流センター用の賃貸

不動産の売却3,779,684千円等によるものであります。 

   ３．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2011年２月における損益は、次のとおりであります。 

（注）１．賃貸収益はその他の営業収入に、賃貸費用（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。 

２．その他損益の主なものは減損損失184,172千円であります。 

  

（追加情報） 

当事業年度より「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   

 当事業年度末の時価 

（千円）  
 前事業年度末残高 

（千円）  

 当事業年度増減額 

（千円）  

 当事業年度末残高 

（千円）  

  9,034,857  △4,151,265  4,883,592  4,175,383

賃貸収益  

（千円）  

賃貸費用 

（千円）  

差額 

（千円）  

  

 その他損益 

（千円）  

  820,117  673,598  146,519  △179,332
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当事業年度（自 2010年３月１日 至 2011年２月28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性預金等の金融資産に限定し、資金調達については、

銀行借入による間接金融によっております。  

なお、デリバティブ取引は、行っておりません。 

  

(2)金融商品の内容及びそのリスク 

投資有価証券は、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。  

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。  

短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。 

  

(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、差入保証金について、差入先ごとに期日及び残高を管理し、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。  

②市場リスクの管理 

当社は、投資有価証券については、定期的に時価の把握や発行体の財務状況等を把握しております。 

③資金調達に係る流動性リスクの管理 

当社は、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。 

  

（金融商品関係）
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２．金融商品の時価等に関する事項 

2011年2月28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)参照)。   

  

（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、②未収入金、③関係会社預け金 

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。  

④投資有価証券 

投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。 

⑤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買掛金、 ②短期借入金 

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。 

③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。 

  

デリバティブ取引 

     該当事項はありません。 

  

（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 

非上場株式は市場価格がなく、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、「④投資有価証券」に

は含めておりません。差入保証金のうち償還予定が合理的に見積れず、時価を把握することが極めて困難と認めら

れるものについては、「⑤差入保証金」には含めておりません。 

  

  貸借対照表 

計上額 時価 差額 

（千円） （千円） （千円） 

①現金及び預金  7,496,609  7,496,609  －

②未収入金  2,520,101  2,520,101  －

③関係会社預け金  1,500,000  1,500,000  －

④投資有価証券  125,372  125,372  －

⑤差入保証金  2,975,591  

  貸倒引当金  △13,000

   2,962,591  2,554,460  △408,131

資産計  14,604,675  14,196,544  △408,131

①買掛金  8,772,329  8,772,329  －

②短期借入金  1,000,000  1,000,000  －

③長期預り保証金  666,919  647,026  △19,892

負債計  10,439,248  10,419,356  △19,892

区分  貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式    50,000

差入保証金    76,914
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(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額 

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

の（2,423,106千円）については、償還予定額には含めておりません。 

  

（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 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

（千円） （千円） （千円） （千円） 

現金及び預金  7,496,609  －  －  －

未収入金  2,520,101  －  －  －

関係会社預け金  1,500,000  －  －  －

差入保証金  114,543  347,818  68,450  98,587

合計  11,631,255  347,818  68,450  98,587
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前事業年度（2010年 2月28日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当事業年度（2011年 2月28日現在） 

その他有価証券 

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 50,000千円）については、市場価格が無く、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。 

  

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの 

(1)株式  62,047  124,265  62,217

(2)債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  62,047  124,265  62,217

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの 

(1)株式  －  －  －

(2)債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  －  －  －

合計  62,047  124,265  62,217

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 

子会社株式及び関連会社株式 

  

  

  

50,000

子会社株式  354,364

  種類 
貸借対照表計上額 

（千円） 
取得原価（千円） 差額（千円） 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの 

(1)株式  125,372  62,047  63,324

(2)債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  125,372  62,047  63,324

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

(1)株式  －  －  －

(2)債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  －  －  －

合計  125,372  62,047  63,324
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前事業年度（自 平成2009年３月１日 至 2010年２月28日） 

関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 2010年３月１日 至 2011年２月28日） 

関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

  

   

（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。 

（注）２.１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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。 

   

（持分法損益等）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 2009年３月１日 
至 2010年２月28日） 

当事業年度 
（自 2010年３月１日 
至 2011年２月28日） 

１株当たり純資産額 円 銭2,101 06

１株当たり当期純利益金額 円 銭84 70

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
円 銭84 63

１株当たり純資産額 円 銭2,164 99

１株当たり当期純利益金額 円 銭94 87

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
円 銭94 82

    
前事業年度 

（自 2009年３月１日 
至 2010年２月28日） 

当事業年度 
（自 2010年３月１日 
至 2011年２月28日） 

純資産の部の合計額   （千円）  36,653,092  37,577,179

純資産の部から控除する額 （千円）  5,600  1,387

（うち新株予約権）    (5,600)  (1,387)

普通株式に係る期末の純資産額    （千円）  36,647,492  37,575,791

１株当たり純資産の算定に用いられた期末の普

通株式の数 
（千株）  17,442  17,356

     
前事業年度 

（自 2009年３月１日 
至 2010年２月28日） 

当事業年度 
（自 2010年３月１日 
至 2011年２月28日） 

１株当たり当期純利益金額                

当期純利益     （千円）  1,476,357  1,653,225

普通株主に帰属しない金額 （千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益金額         (千円）  1,476,357  1,653,225

普通株式の期中平均株式数       （千株）  17,430  17,427

               

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

当期純利益調整額 （千円）  －  －

普通株式増加数       （千株）  14  8

（うち新株予約権）    (14)  (8)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

───── ─────  
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前事業年度（自2009年３月１日 至2010年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自2010年３月１日 至2011年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

(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   

業績の推移、部門別売上高等につきましては本日（2011年４月14日）公表の「2011年２月期決算参考資料」に記載

しております。  

  

（重要な後発事象）

５．その他
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