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1.  平成25年2月期の連結業績（平成24年3月1日～平成25年2月28日） 

（注）平成25年２月期より連結財務諸表を作成しているため、平成24年２月期の数値及び対前期増減率については記載しておりません。また、自己資本当 
   期純利益率及び総資産経常利益率は連結初年度のため、それぞれ期末自己資本及び期末総資産額に基づいて計算しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成25年２月期より連結財務諸表を作成しているため、平成24年２月期の数値については記載しておりません。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注）平成25年２月期より連結財務諸表を作成しているため、平成24年２月期の数値については記載しておりません。  

(1) 連結経営成績 （％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 ％

25年2月期 167,721 ― 3,531 ― 3,636 ― 1,570 ―
24年2月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年2月期 1,590百万円 （―％） 24年2月期 ―百万円 （―％）

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 営業収益営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年2月期 90.44 90.31 4.0 6.1 2.1
24年2月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 25年2月期  ―百万円 24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

25年2月期 59,905 39,716 65.9 2,271.31
24年2月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   25年2月期  39,467百万円 24年2月期  ―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

25年2月期 5,102 △4,757 △432 8,990
24年2月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

（注）平成25年２月期より連結財務諸表を作成しているため、平成24年２月期の配当性向及び純資産配当率については記載しておりません。また、純資産 
   配当率は、連結初年度のため、期末１株当たり純資産に基づいて計算しております。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ％ ％

24年2月期 ― 0.00 ― 36.00 36.00 625 ― ―
25年2月期 ― 0.00 ― 36.00 36.00 625 39.8 1.6
26年2月期(予想) ― 0.00 ― 36.00 36.00 40.0

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）平成25年２月期第４四半期より連結財務諸表を作成しているため、第２四半期（累計）の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

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) 103,830 ― 1,450 ― 1,410 ― 670 ― ―
通期 212,390 26.6 3,800 7.6 3,710 2.0 1,600 1.9 90.06



※  注記事項 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有  

（注）詳細は、添付資料16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名）
イオンマックスバリュ（広州）商業有限公
司

、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期 17,494,500 株 24年2月期 17,494,500 株
② 期末自己株式数 25年2月期 118,078 株 24年2月期 128,978 株
③ 期中平均株式数 25年2月期 17,368,497 株 24年2月期 17,360,950 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年2月期の個別業績（平成24年3月1日～平成25年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

25年2月期 167,721 2.8 3,531 △23.6 3,636 △21.0 1,570 2.0
24年2月期 163,215 4.4 4,623 8.0 4,602 7.9 1,540 △6.8

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
円 銭 円 銭

25年2月期 90.44 90.31
24年2月期 88.73 88.66

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

25年2月期 59,676 39,487 66.1 2,271.31
24年2月期 58,762 38,502 65.5 2,216.54

（参考） 自己資本 25年2月期  39,467百万円 24年2月期  38,491百万円

2. 平成26年 2月期の個別業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外でありますが、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 
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添付資料２ページの「１．経営成績・財政状態に関する分析」に記載しております。 

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) 103,510 24.4 1,640 16.6 1,600 13.8 819 15.3 46.10
通期 211,640 26.2 4,200 18.9 4,120 13.3 1,930 22.9 108.64



   

○添付資料の目次

１．経営成績・財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  4

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ……………………………………………………………  5

（４）事業等のリスク ……………………………………………………………………………………………………  5

２．企業集団の状況 …………………………………………………………………………………………………………  6

３．経営方針 …………………………………………………………………………………………………………………  7

（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………………………………………  7

（２）目標とする経営指標 ………………………………………………………………………………………………  7

（３）中長期的な会社の経営戦略 ………………………………………………………………………………………  7

（４）会社の対処すべき課題 ……………………………………………………………………………………………  8

４．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  9

（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………………  9

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………  11

連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………………  11

連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………………  12

（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………………………  13

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………………  15

（５）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  16

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ……………………………………………………………  16

（７）未適用の会計基準等 ………………………………………………………………………………………………  17

（８）追加情報 ……………………………………………………………………………………………………………  17

（９）連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………………  18

（連結損益計算書関係） ……………………………………………………………………………………………  18

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  18

（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………………………  19

（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………  20

５．個別財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  21

（１）貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………………  21

（２）損益計算書 …………………………………………………………………………………………………………  24

（３）株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………………  26

６．その他 ……………………………………………………………………………………………………………………  28

（１）役員の異動 …………………………………………………………………………………………………………  28

（２）その他 ………………………………………………………………………………………………………………  29

マックスバリュ東海(株)　(8198)　平成25年２月期決算短信

- 1 -



(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要等により景気が下支えされたものの、世界経

済の減速による輸出や設備投資等の鈍化に加え、欧州や中国等の経済環境の不透明感も加わり、景気回復に向けた

模索が続きました。その一方で、昨年末の政権交代に伴う金融緩和をはじめとした大胆な経済・財政政策に対する

期待感から、過度な円高の修正や物価上昇予測が広がるなど景況感は好転し、デフレ脱却への期待感が膨らんでお

ります。これに対して食品スーパーマーケットを取り巻く環境は、お客さまの節約・低価格志向の定着や中食需要

の高まりとともに、コンビニエンスストア、ドラッグストアや無店舗販売など業種・業態をこえた競争は激しさを

増し、経営環境は依然として厳しい状況が続いております。 

このような中、当社グループは、マックスバリュ東海株式会社へ社名変更してから10周年の節目を迎え「マック

スバリュ東海10周年 お客さまのために 自ら考え、自ら行動しよう！」を2012年度のスローガンに掲げ、①笑顔づ

くり、②商品づくり、③売場づくりの３つのＮｏ.１づくりを目指しつつ、お客さまの生活に密着した地域 良の

スーパーマーケットづくりに取り組みました。店舗につきましては、新店６店舗の開設、ザ・ビッグへの業態転換

３店舗及び既存店３店舗の改装を実施いたしました。一方コスト面においては、上昇する電気料の削減対策として

基本照明のＬＥＤ化を進めるなど経費の削減に取り組みました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、営業収益1,677億21百万円（対前期比102.8％）、売上高1,649億64百万円

（同102.8％）、営業利益35億31百万円（同76.4％）、経常利益36億36百万円（同79.0％）、当期純利益は15億70

百万円（同102.0％）となりました。 

なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますが、連結経営成績、個別経営成績ともに同額である

ため、比較の容易性の観点から上記文中における対前期比は2012年２月期における個別経営成績と対比して表示し

ております。詳細につきましては［中国スーパーマーケット事業］に記載しております。 

  

 ［国内スーパーマーケット事業］ 

店舗展開におきましては、マックスバリュ、マックスバリュエクスプレス及び競争環境が変化した既存マックス

バリュの抜本的な対策としてディスカウント業態のザ・ビッグへの転換を進めるなど、個店ごとの環境に対応し、

業態の明確化を図りつつドミナントの構築を進めております。また10周年の節目の年に100店舗体制となり、営業

基盤の強化を図り、既存店におきましては、豊田店、小田原荻窪店及び浜松助信店の改装を実施し、惣菜部門の拡

充など売場の改革を進めるとともに、熱海店を配送拠点とするネットスーパー事業も開始いたしました。 

また、お客さま視点で店舗の品質管理の運営をチェックするコミュニティー副店長制度も４年目となり、品質管

理に対する意識の更なる向上に引き続き取り組んでまいりました。加えて、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」の開催は、当連結会計年度において延べ987回、同参加者数は8,085名と多くのお

客さまにご参加をいただくことができ、安全・安心な商品の提供を広く伝えることで自店のファンづくりにも努め

ました。 

販売面におきましては、お客さまの節約志向や低価格志向が続く中、購買頻度の高い商品を中心に価格競争力を

高めるとともに、均一価格でお買い得商品をご提供する火曜・水曜市の再構築に取り組みました。またお客さまの

利便性向上に向けた取組みとして、早朝７時から営業する店舗を増加させ、24時間営業も含めて早朝よりお客さま

にご利用いただける店舗は90店舗となりました。同時に夕方の販売力強化に向け、従業員の勤務シフトを変更し、

デリカ（惣菜・寿司・インストアベーカリー）や水産部門を中心とした出来たて、作りたて商品の品揃えの強化に

取り組みました。 

更にお客さまの食に対する簡単・便利へのニーズの高まりなど、ライフスタイルの変化に対応すべく、毎日の生

活時間を有効に活かす簡単調理商品を集合させ、食事シーンを意識した売場づくりに取り組んでおります。 

このコンセプトのもと2012年10月に開店した島田阿知ケ谷店をモデル店舗と位置付け、商品分類の既成概念にと

らわれずにお客さまが商品を選びやすい売場づくりを進めるとともに、同店舗ではお客さまの反応やご意見を伺い

ながら検証を行い、他の店舗に対し好事例として水平展開を進めております。以上のような取組みを進め、既存店

ベースのお客さま１人当たりの買上点数は前年を上回りましたが、販売チャネルの多様化と継続する節約志向から

来店頻度が減少し、既存店客数は対前年同期比98.4％に止まったことにより、既存店売上高は同98.3％となりまし

た。 

一方、経費面におきましては、アウトパック商品の品揃えを拡充し、店舗作業軽減の取組みを推進し、生産性の

向上に継続して努めました。また、電気料金の値上げに対応すべく、節電の取組みを推進するとともに、テレビコ

マーシャルを活用したイオングループ共同での販促活動を進め既存店における折込みチラシコストの削減に取り組

みました。加えて経費項目全般の見直しや人件費の削減を徹底いたしましたが、広告宣伝費や電気料などが売上の

伸びを大きく上回り、既存店の販売費及び一般管理費の対前期比は99.4％となりました。  

  

 （商品部門別の動向） 

農産・デリカ部門の強化として、価格競争力の強化と鮮度・出来たてにこだわる展開を推進いたしました。イン

ストアベーカリー部門では焼きたてにこだわるとともに、わかりやすい価格体系に改めたことで多くのお客さまの

ご支持を受けることができました。また、お客さまの魚離れが進む中、水産部門では、お造り商品の品目数の拡大

と少量パックでの提供を図るとともに、新店での好事例の水平展開として対面接客販売による調理承りサービスの

強化に取り組みました。 

１．経営成績・財政状態に関する分析
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お客さまのライフスタイルの変化に対応すべく、各商品部門において半調理品や調理済商品、フローズン商品な

ど、簡単便利で美味しいメニューを短時間で実現するレディーミール商材の品揃えを拡充いたしました。水産・畜

産部門においては、焼くだけですぐに食べられる味付け素材を、必要な量だけお取りいただけるバラ売り商品を中

心とした「ふらいぱん亭」コーナーを設置し、単身世帯の増加や家庭内調理時間の減少に対応した商品提案を行い

ました。また、「マックスバリュ東海自慢の一品」として、味はもとより、素材、産地などにこだわった商品を各

売場に配置し、おすすめ商品として訴求いたしました。 

イオンのブランド「トップバリュ」については、生鮮・デリカ部門ではその取扱商品を拡大させるとともに、各

売場において基本ブランド（トップバリュセレクト、トップバリュ、トップバリュベストプライス）ごとのコンセ

プトに応じた商品提案を行い、安全・安心でお値打ちな商品として提供いたしました。これらの結果、当連結会計

年度におけるトップバリュの売上高構成比は15.0％（前期は12.3％）となりました。 

  

 （教育体制） 

企業の成長に欠かせない人材育成として、自ら考え、自ら行動する組織風土への変革を進めるべく、役割重視型

の人事制度を導入し、資格等級別の教育体系プログラムの確立に向け、計画的に各種教育を実施いたしました。次

世代を担う店長候補の育成やプロ人材の育成など人材開発と育成支援に重点を置き、社内教育の充実に取り組みま

した。また、品質管理及びコンプライアンスをテーマとした教育を実施し、企業理念や行動規範に対する価値観の

共有と倫理観の醸成を図り、経営品質の向上に取り組んでおります。 

  

 （環境保全・社会貢献活動） 

お客さまと同じ地域社会の一員として、店舗を通じて直接お客さまと接することのできる事業特性を活かし、さ

まざまな環境保全・社会貢献活動に積極的に取り組んでおります。とりわけ富士山を取り巻くエリアで店舗展開す

るスーパーマーケット企業として、世界文化遺産登録を目指す富士山の環境保全や美化活動に貢献することをテー

マとした活動に取り組みました。富士山の恵みにあやかった商品を推奨販売する「ありがとう富士山キャンペー

ン」や「富士山環境保全募金」、ボランティアによる清掃活動の「富士山みがきあげ大作戦」、樹木を守る「富士

山シカ食害対策」のほか、利用額の0.1％相当を寄贈する電子マネー「富士山ワオン」の販売にも継続して取り組

みました。また社名変更10周年の記念事業としてリサイクル収益金などを原資とし、富士山の環境保全と美化に活

用いただくパトロールカー２台を、2013年４月に静岡県に寄贈することといたしました。 

食育活動といたしましては、当社の恒例企画である店舗近隣の幼稚園児とそのご父兄を対象とした「産地ふれあ

い親子収穫体験ツアー」を７回開催するなど、地域の一員としてお客さまのくらしと生活を豊かにする店舗づくり

に取り組んでおります。 

環境負荷軽減の取組みといたしましては、店頭における牛乳パック・アルミ缶・食品トレーなどの回収による再

資源化活動にお客さまとともに継続して取り組んでおります。リサイクル資源の売却に基づく収益金を形に変え

て、当社の店舗展開エリアの各社会福祉協議会に対し、車いすを77台寄贈いたしました。その結果、2004年からお

客さまとともに寄贈した車いすは累計687台となりました。 

また、地域の行政・関係団体との協定に基づき買物袋持参運動の展開とレジ袋無料配布の中止を継続して推進

し、レジ袋無料配布を中止した店舗は、当連結会計年度末において74店舗となりました。当該店舗における買物袋

の持参率は83.1％となっております。更に、毎月11日に実施するイオン・デーにおいては、社会福祉支援活動とし

て「幸せの黄色いレシートキャンペーン」を推進し、地域のボランティア団体など助成登録団体の活動に役立てて

いただきました。 

このほか災害を想定した事業継続計画（ＢＣＰ）の一環として、店舗が所在する自治体との連携の取組みとし

て、災害時における物資提供に関する協定の見直しを進め、新たに８市町と協定を締結いたしました。これによ

り、当社が展開する自治体の約半数にあたる22の市町と物資提供等に関する協定を締結いたしました。 

  

 （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ドミナント戦略を進めておりま

す。当連結会計年度においては、2012年３月に老朽化対策として既存の下賀茂店を閉店し、７月にスクラップ・ア

ンド・ビルド（建替え）により新たに開設いたしました。このほか新店として相模原東橋本店、島田阿知ケ谷店、

平塚真田店、浜北中瀬店を開設いたしました。また、ザ・ビッグ業態については、上半期に静岡県の既存３店舗の

業態転換を行い、また下半期には同業他社が運営していた店舗を居抜きで活用し、ザ・ビッグ浜松萩丘店として開

設いたしました。既存店におきましては、豊田店、小田原荻窪店、浜松助信店の改装を行い売場のゾーニングとと

もに品揃えの変更を行いました。これらの結果、当連結会計年度末における店舗数はザ・ビッグ10店舗を含めて

101店舗となり、その内訳は静岡県78店舗、神奈川県11店舗、山梨県８店舗及び愛知県４店舗となりました。 

このほか、静岡県内でフランチャイズとして展開するミスタードーナツ部門では、2012年９月に株式会社ヤン・

ヤンより13店舗の事業を譲受け、既存の食品スーパーマーケット内で併設展開していた店舗とあわせ合計20店舗で

の事業展開へと拡充いたしました。 
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 ［中国スーパーマーケット事業］ 

中国広東省での食品スーパー「マックスバリュ」の展開を図るべく、2012年12月に営業許可を取得した現地法人

「イオンマックスバリュ（広州）商業有限公司」が、2013年１月に、中国１号店である太陽新天地店を、広東省広

州市に開設いたしました。当社は2013年１月７日に資本の払込を完了し、同社を連結子会社といたしました。同社

の決算期は、中国における関係法規の規定により12月末日と決められておりますが、２月末日を決算期とする当社

との間で決算日の差異が３カ月をこえないため、連結財務諸表原則注解７に基づき、子会社の正規の決算を基礎と

して2013年２月期から連結決算を行っております。また、同社の営業開始は2013年１月であることなどから、2013

年２月期に係る連結経営成績は、個別の経営成績と同額となります。 

  

②次期の見通し 

次期の業績につきましては、営業収益2,123億90百万円（対前期比126.6％）、営業利益38億円（同107.6％）、

経常利益37億10百万円（同102.0％）、当期純利益16億円（同101.9％）を予想しております。 

  

 ［国内スーパーマーケット事業］ 

国内スーパーマーケット事業の業績は、営業収益2,116億40百万円（対前期比126.2％）、営業利益42億円（同

118.9％）、経常利益41億20百万円（同113.3％）、当期純利益19億30万円（同122.9％）を予想しております。 

国内経済の動向は、海外経済の持ち直しや円安により輸出産業を中心に収益構造が改善するとともに、消費マイ

ンドの緩やかな回復など景況感の持ち直しが明確化する一方、原材料価格の上昇、また消費増税を控え小売業を取

り巻く環境は楽観できる状況には至らないものと予測されます。このような中、当社は本年３月１日付イオンキミ

サワ株式会社との合併により、事業規模の拡大が進み、新しいスーパーマーケットのモデルとして、上質を志向す

るマックスバリュプライムの軌道化を図りつつ、収益力ある店舗づくりに向け引き続き取り組んでまいります。 

店舗計画といたしましては、９店舗の新店開設を予定する一方、閉店４店舗を計画し、期末店舗数は129店舗と

見込んでおります。また、ザ・ビッグへの業態転換３店舗のほか、既存店の改装・活性化に積極的に取り組み、新

たな売場展開を進める島田阿知ケ谷店などの好事例を更に進化させ、お客さまの来店頻度を高め客数の改善に取り

組んでまいります。 

既存店売上高については、上記の改装に加えお客さまのレジでの待ち時間緩和によるストレスの低減に取り組

み、またザ・ビッグへの業態転換により、その伸び率を対前期比99.5％で想定し、客数と買上点数の向上にこだわ

りをもって取り組んでまいります。 

経費面におきましては、旧イオンキミサワ店舗の収益構造の改善に取り組みながら、本部機能のスリム化や広告

宣伝費など経営統合のシナジーを早期に実現してまいります。同時に、店内加工とアウトパック商品を明確に区分

し、付加価値の高い水産・デリカ部門などの加工作業人員を増加させ、販売強化を図る一方、投入人時の店舗間の

バラツキを改善させ店舗運営の変革に取り組んでまいります。 

  

 ［中国スーパーマーケット事業］ 

事業開始初年度の年であり、2013年１月開店した第１号店の軌道化と人材育成による早期現地化の運営体制づく

りに取り組みます。店舗計画といたしましては、１店舗の新店開設を予定し個店単位での地域密着した店舗運営を

図ってまいります。同時に、仕入れ、情報システム、物流体制などのインフラ構築による多店舗展開に向けた基盤

づくりにも取り組んでまいります。 

  

(2）財政状態に関する分析   

（資産） 

当連結会計年度末における総資産は、599億５百万円となりました。主な内訳は次のとおりです。 

流動資産は163億49百万円であり、その内訳は現金及び預金が63億75百万円、商品31億81百万円、未収入金

28億96百万円などであります。 

固定資産は435億55百万円であり、その内訳は有形固定資産341億64百万円、差入保証金35億84百万円、繰延税

金資産30億89百万円などであります。 

（負債・純資産） 

当連結会計年度末における負債は、201億89百万円となりました。その内訳は、買掛金96億40百万円、退職給

付引当金40億54百万円などであります。 

当連結会計年度末における純資産は、397億16百万円であり、主な内訳は利益剰余金344億70百万円でありま

す。  
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（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、89億90百万円になりました。当

連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況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、51億２百万円になりました。これは税金等調整前当期純利益22億12百万円、

減価償却費27億87百万円、減損損失14億１百万円、法人税等の支払額14億73百万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、47億57百万円になりました。これは有形固定資産の取得による支出38億34百

万円、事業譲受による支出３億96百万円などによるものであります。 

（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、４億32百万円になりました。これは、配当金の支払額６億25百万円、少数株

主からの払込みによる収入２億28百万円などによるものであります。   

（注）当連結会計年度は連結初年度に当たるため、前連結会計年度の記載は行っておりません。  

  

(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 

     2.2010年２月期から2012年２月期までは個別の財務数値により算出しております。2009年２月期及び2013年２月

期は連結ベースの財務数値により作成しております。   

      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。 

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（2012年５月28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。  

  

  2009年2月期 2010年2月期 2011年2月期 2012年2月期 2013年2月期 

自己資本比率

（％） 
 69.4  63.8  64.8  65.5  65.9

時価ベースの自己

資本比率（％） 
 37.8  31.3  33.7  33.1  37.5

キャッシュ・フロ

ー対有利子負債比

率（％） 

 －  31.0  27.8  13.0  12.4

インタレスト・カ

バレッジ・レシオ

（倍） 

 379.5  83.2  92.8  81.8  83.3
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 当社グループは、イオン株式会社を親会社とする当社及び連結子会社１社（イオンマックスバリュ（広州）商業有限
公司）で構成されております。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。また連結子会社は中国・広東省広州
市近郊においてマックスバリュのストアネームでスーパーマーケットの多店舗展開を目指しています。 
 当社グループはイオン各社から、イオンのブランド「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］ 

 
 （注）2013年３月１日を効力発生日として、当社とイオンキミサワ株式会社は合併いたしました。これにより、同日

現在の当社店舗数は124店舗となっております。詳細につきましては20ページ「４．連結財務諸表(９)連結財

務諸表に関する注記事項(重要な後発事象)」に記載しております。    

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針   

普段の地域の生活を豊かにすることを使命と位置づけ、「何よりもお客さまの利益を優先しよう」という経営理

念を根幹とし、イオンキミサワ株式会社との合併を契機に新たに行動基準として、 

一、私たちは、気持ちの良い挨拶を実践します。 

一、私たちは、商品ひとつひとつを大切にします。 

一、私たちは、お客さまのご意見・ご要望を真剣に聴きます。 

を制定いたしました。この経営理念及び行動基準に示す価値観を共有し、１人ひとり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、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。 

 そして「１店１店、１人ひとりが光り輝く、地域 良のスーパーマーケットチェーンを構築」し、展開エリアに

おいて「 大」にして「 良」、「 強」にして「 善」の食品スーパーマーケット企業となることを目指してま

いります。 

  

(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４％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 

当社グループは、お客さまの豊かな生活の実現に貢献できる、成長性と収益性を兼ね備えた東海・神奈川エリア

でのＮｏ.１の食品スーパーマーケットチェーンを目指しております。その実現に向け、 

①静岡県下において圧倒的な売上シェアを確保する 

②売上高対営業利益率４％を目指すとともに、どこよりもお客さまに信頼される品質・品揃え・価格・サービス

を実現する 

③多様な人材の育成と活躍により競争力を発揮する 

④地域貢献と環境保全に積極的に取り組み、地域に信頼される  

ことを基軸として取り組んでまいります。 

また、今後予想される経済環境の変化、人口減少・高齢化社会の進行といった商圏内での環境変化に加え、お客

さまのライフススタイルの変化にタイムリーに適応することがより重要となっております。上記の目標到達に向

け、全員参加型経営の推進とその評価の透明性を高め、自律した組織風土への変革によるガバナンス体制の構築を

進めてまいります。そして、競争力と収益性を兼ね備えたスーパーマーケットの再構築に向け、以下の４つの重要

課題に取り組んでまいります。 

①お客さまが「安全・安心」と「旬」を実感でき、あてにされる店舗づくり 

②競争に打ち勝つ強い営業力・商品力の構築による店舗収益力の向上 

③オペレーション改革によるムダ・ムラ・ムリの作業削減 

④マックスバリュを機軸とし、上質を志向するマックスバリュプライム、低価格を推進するザ・ビッグを商圏特

性にあわせて配置するドミナント展開 

加えて、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、食文化の伝承に向け、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。 

  

３．経営方針
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(4）会社の対処すべき課題 

2014年２月期においては、引き続き、普段の地域の生活を豊かにすることを使命と位置づけ、お客さま・地域社

会からあてにされる店舗づくりを図り、来店客数・買上点数の向上を 重点課題として定め、以下の具体的施策を

実施いたします。 

①国内スーパーマーケット事業  

・マックスバリュ及びザ・ビッグ業態に加え、新たな上質スーパーマーケットを志向するマックスバリュプラ

イムのビジネスモデル構築によるマルチフォーマットによるドミナント戦略の推進 

・既存店の改装・活性化による商品マーチャンダイジング改革と投入人時バランスの改善 

・シニアマーケットへの対応強化 

・「食」の利便性・簡便性を追求した商品開発と提案売場づくり 

②中国スーパーマーケット事業 

・第１号店の収益確保に向けた安定軌道化 

・多店舗展開に向けた事業基盤づくりと人材の育成 

これらの施策の着実な実行により、お客さま満足の向上を図り、企業収益の改善と企業価値の向上に努めてまい

ります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(2013年２月28日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 6,375,450

売掛金 44,929

商品 3,181,255

貯蔵品 29,275

繰延税金資産 475,043

未収入金 2,896,143

未収還付法人税等 294,274

関係会社預け金 2,500,000

その他 553,478

流動資産合計 16,349,850

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 19,698,064

車両運搬具（純額） 2,417

工具、器具及び備品（純額） 2,727,799

土地 10,876,184

リース資産（純額） 744,964

建設仮勘定 115,468

有形固定資産合計 34,164,899

無形固定資産  

のれん 1,261,233

その他 233,401

無形固定資産合計 1,494,635

投資その他の資産  

投資有価証券 191,977

長期貸付金 59,592

長期前払費用 976,591

繰延税金資産 3,089,675

差入保証金 3,584,938

その他 41,491

貸倒引当金 △47,938

投資その他の資産合計 7,896,328

固定資産合計 43,555,862

資産合計 59,905,713
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（単位：千円）

当連結会計年度 
(2013年２月28日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 9,640,065

リース債務 26,429

未払法人税等 91,722

賞与引当金 470,327

役員業績報酬引当金 10,097

店舗閉鎖損失引当金 6,688

その他 3,278,473

流動負債合計 13,523,803

固定負債  

リース債務 589,955

退職給付引当金 4,054,589

商品券回収損失引当金 18,848

長期預り保証金 679,292

資産除去債務 1,226,442

その他 96,595

固定負債合計 6,665,723

負債合計 20,189,526

純資産の部  

株主資本  

資本金 2,167,850

資本剰余金 2,893,374

利益剰余金 34,470,988

自己株式 △138,728

株主資本合計 39,393,484

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 73,766

その他の包括利益累計額合計 73,766

新株予約権 20,136

少数株主持分 228,800

純資産合計 39,716,186

負債純資産合計 59,905,713
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 2012年３月１日 
 至 2013年２月28日) 

売上高 164,964,596

売上原価 124,439,890

売上総利益 40,524,705

その他の営業収入 2,757,091

営業総利益 43,281,797

販売費及び一般管理費 39,750,624

営業利益 3,531,172

営業外収益  

受取利息 28,106

受取配当金 3,331

為替差益 26,452

補助金収入 33,650

工事負担金受入額 34,467

雑収入 53,022

営業外収益合計 179,029

営業外費用  

支払利息 61,968

合併関連費用 9,300

雑損失 2,550

営業外費用合計 73,818

経常利益 3,636,383

特別損失  

固定資産除却損 15,652

減損損失 ※  1,401,958

店舗閉鎖損失引当金繰入額 6,688

特別損失合計 1,424,298

税金等調整前当期純利益 2,212,084

法人税、住民税及び事業税 476,463

法人税等調整額 164,757

法人税等合計 641,221

少数株主損益調整前当期純利益 1,570,863

少数株主利益 －

当期純利益 1,570,863
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 2012年３月１日 
 至 2013年２月28日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,570,863

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 19,574

その他の包括利益合計 19,574

包括利益 1,590,438

（内訳）  

親会社株主に係る包括利益 1,590,438

少数株主に係る包括利益 －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 2012年３月１日 
 至 2013年２月28日) 

株主資本  

資本金  

当期首残高 2,167,850

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 2,167,850

資本剰余金  

当期首残高 2,893,374

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 2,893,374

利益剰余金  

当期首残高 33,527,504

当期変動額  

剰余金の配当 △625,158

当期純利益 1,570,863

自己株式の処分 △2,220

当期変動額合計 943,483

当期末残高 34,470,988

自己株式  

当期首残高 △151,551

当期変動額  

自己株式の取得 △452

自己株式の処分 13,275

当期変動額合計 12,822

当期末残高 △138,728

株主資本合計  

当期首残高 38,437,177

当期変動額  

剰余金の配当 △625,158

当期純利益 1,570,863

自己株式の取得 △452

自己株式の処分 11,055

当期変動額合計 956,306

当期末残高 39,393,484
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（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 2012年３月１日 
 至 2013年２月28日) 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金  

当期首残高 54,191

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,574

当期変動額合計 19,574

当期末残高 73,766

その他の包括利益累計額合計  

当期首残高 54,191

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,574

当期変動額合計 19,574

当期末残高 73,766

新株予約権  

当期首残高 11,139

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,996

当期変動額合計 8,996

当期末残高 20,136

少数株主持分  

当期首残高 －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 228,800

当期変動額合計 228,800

当期末残高 228,800

純資産合計  

当期首残高 38,502,508

当期変動額  

剰余金の配当 △625,158

当期純利益 1,570,863

自己株式の取得 △452

自己株式の処分 11,055

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 257,370

当期変動額合計 1,213,677

当期末残高 39,716,186
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当連結会計年度 
(自 2012年３月１日 
 至 2013年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 2,212,084

減価償却費 2,787,907

減損損失 1,401,958

のれん償却額 178,797

貸倒引当金の増減額（△は減少） △70

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,066

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） △40,953

退職給付引当金の増減額（△は減少） 146,015

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 2,388

商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） △12,874

受取利息及び受取配当金 △31,437

支払利息 61,968

固定資産除却損 15,652

為替差損益（△は益） △22,164

売上債権の増減額（△は増加） △622

たな卸資産の増減額（△は増加） △257,549

その他の資産の増減額（△は増加） △169,230

仕入債務の増減額（△は減少） 144,117

その他の負債の増減額（△は減少） 205,130

その他 27,546

小計 6,603,599

利息及び配当金の受取額 33,026

利息の支払額 △61,259

法人税等の支払額 △1,473,240

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,102,125

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 △3,834,366

無形固定資産の取得による支出 △108,501

敷金及び保証金の差入による支出 △423,521

敷金及び保証金の回収による収入 142,079

事業譲受による支出 △396,100

その他 △137,089

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,757,499

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △35,840

自己株式の取得による支出 △452

配当金の支払額 △625,158

少数株主からの払込みによる収入 228,800

その他 11

財務活動によるキャッシュ・フロー △432,640

現金及び現金同等物に係る換算差額 21,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △66,358

現金及び現金同等物の期首残高 9,057,078

現金及び現金同等物の期末残高 8,990,719
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該当事項はありません。 

  

  

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
1.連結の範囲に関する事項 
連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 イオンマックスバリュ（広州）商業有限公司 
なお、イオンマックスバリュ(広州)商業有限公司について
は、当連結会計年度において新たに設立したことにより、当
連結会計年度から同社を連結の範囲に含めております。 

    
2.連結子会社の事業年度等に関する事項  
 イオンマックスバリュ（広州）商業有限公司の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたって
は、同社の決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整
を行っております。  

3.会計処理基準に関する事項  
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法  
① 有価証券 

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） 

時価のないもの・・・・・ 移動平均法による原価法 
  

② たな卸資産 
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） 

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） 
  

(2) 重要な減価償却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。  

  

  

建物及び構築物 （営業店舗） 20年 
  （建物附属設備） ２～20年 
  （構築物） ２～20年 
車両運搬具   ２～４年 
工具、器具及び備品   ２～20年 

② 無形固定資産 ・・・・・ 
（リース資産を除く） 

定額法 
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）に基づく定額法によっております。 

    
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 長期前払費用・・・・・・ 定額法 
  

(3) 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。 
  

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連結会計年度の負担額を計上しております。 
  

③ 役員業績報酬引当金・・・ 役員業績報酬の支給に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき
計上しております。 
  

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
途解約金等の閉店関連損失見込額を計上しております。 
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「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日）及び「退職給付に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日） 

(1)概要 

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の見直し並び

に開示の拡充  

(2)適用予定日 
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の見直しについては、2015年３月１日以後開始する連結会計年度の期首か

ら適用する予定であります。その他、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法並びに開示の拡
充等の見直しについては、2014年３月１日以後開始する連結会計年度の年度末にかかる連結財務諸表から適用する
予定であります。  

(3)当会計基準等の適用による影響 
連結財務諸表作成時において連結財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  
当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。 

   

⑤ 退職給付引当金・・・・・ 従業員の退職給付に備え、当連結会計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額をそれぞれ発生の翌連結会
計年度から費用処理することとしております。 
  

（追加情報) 
  当社は、2012年５月に退職金規程の改定を行い、退職金基礎額の算定方法を

変更しております。この改定により、過去勤務債務(債務の減額)が 千
円発生しており、10年の定額法により償却しております。 
  

354,225

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。 
  

(4) のれんの償却方法及び償却期間   
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（５年～15年）で均等償却して
おります。 

  
(5) その他連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 
① 重要な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、連結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。 
なお、在外連結子会社の資産及び負債は、子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株
主持分に含めるものとしております。 

  
② 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。 

(7）未適用の会計基準等

(8）追加情報
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※ 減損損失  

  当連結会計年度において、当社グループ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。 
（単位：千円）

当社グループは、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また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

鎖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。 

なお、資産グループの回収可能価額は正味売却価額また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7.3％で割り引いて算定しております。  

  

当連結会計年度（自 2012年３月１日 至 2013年２月28日） 

当社グループは、従来、スーパーマーケット事業及びその付随業務で構成する単一セグメントでありましたが、
2012年９月21日の株式会社ヤン・ヤンからの事業譲受に伴い、ミスタードーナツ事業を新たな事業セグメントとして
追加し、当連結会計年度より「スーパーマーケット事業」と「その他事業（ミスタードーナツ事業）」の２つを事業
セグメントとしております。 
「その他事業」については、報告セグメントとして区分する重要性が乏しいため、「その他事業」を「スーパーマ

ーケット事業」に結合した結果、報告セグメントが単一となるため、セグメント情報の開示は省略しております。 

  

当連結会計年度（自 2012年３月１日 至 2013年２月28日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％以上を超えるため、記載を

省略しております。  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高が無いため、該当事項はありません。   

(2）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。  

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載事項はありま

せん。  

  

当連結会計年度（自 2012年３月１日 至 2013年２月28日） 

当社グループは、報告セグメントが単一であるため、記載を省略しております。   

(9）連結財務諸表に関する注記事項

 連結貸借対照表、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項等については、決算

短信における開示を省略しております。

（連結損益計算書関係）

用途 場所 
種類及び減損損失 

建物及び 
構築物 

工具、器具 
備品 

土地 その他 合計 

店舗 
相模原西橋本店 
（相模原市緑区） 

380,255 32,041 －  78,762 491,058

店舗 
伊豆高原店 

（静岡県伊東市） 
16,296 2,687 －  － 18,983

店舗 
静岡登呂店 

（静岡市駿河区） 
715,884 52,760 120,003  3,267 891,915

合計 1,112,436 87,489 120,003  82,029 1,401,958

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

ｂ.関連情報

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
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当連結会計年度（自 2012年３月１日 至 2013年２月28日） 

当社グループは、報告セグメントが単一であるため、記載を省略しております。  

  

当連結会計年度（自 2012年３月１日 至 2013年２月28日） 

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。 

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。 

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

e.報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報

（１株当たり情報）

  
当連結会計年度 

（自 2012年３月１日 
至 2013年２月28日） 

１株当たり純資産額 円 2,271.31

１株当たり当期純利益金額 円 90.44

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 90.31

  
当連結会計年度 

（2013年２月28日） 

純資産の部の合計額（千円）  39,716,186

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  248,936

（うち新株予約権     （千円）） （ ） 20,136

（うち少数株主持分      （千円）） （ ） 228,800

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  39,467,250

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） 
 17,376

  
当連結会計年度 

（自 2012年３月１日 
至 2013年２月28日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益金額（千円）  1,570,863

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）  1,570,863

期中平均株式数（千株）  17,368

    

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）  25

（うち新株予約権 （千株）） （ ） 25

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

─────── 
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（イオンキミサワ株式会社との合併） 

  

  

  

  

（重要な後発事象）

当社は、2013年３月１日に、当社を存続会社、イオンキミサワ株式会社を消滅会社とする吸収合併をいたし

ました。 

 １．合併の目的 

 本合併により両社が持つ経営資源を統合するとともに、それぞれの企業が有する強みを融合し、店舗
運営や商品展開などのノウハウを共有することにより、地域のお客さまにとってより豊かな生活の実現
に貢献できる、成長性と収益性を兼ね備えた食品スーパーマーケットの実現に取り組むことを主たる目
的としております。   

 ２．合併する相手会社の名称  

   イオンキミサワ株式会社  

 ３．合併の方法、合併後の会社の名称  

①合併の方法  

   当社を吸収合併存続会社、イオンキミサワ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併 

②合併後の会社の名称  

   マックスバリュ東海株式会社  

 ４．合併比率等  

①イオンキミサワ株式会社の普通株式１株に対して、当社の普通株式48.6株を割当て交付 

②合併により発行する株式の種類及び数 

普通株式 388,800株  

 ５．相手会社の主な事業の内容、規模及び業績  

①主な事業の内容  

食品スーパーマーケット事業 

②規模及び業績（2013年２月期）   

  
 ６．増加する資本金の額、資本準備金の額 

  

資本金 100,000 千円 

純資産 589,014 千円 

総資産  6,426,139 千円 

売上高  35,100,869 千円 

当期純損失 204,893 千円 

資本金  100,000 千円 

資本準備金 489,014 千円 

 ７．合併の時期  

   合併の効力発生日 2013年３月１日  
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(2012年２月29日) 

当事業年度 
(2013年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,947,535 5,231,450

売掛金 44,307 44,929

商品 2,913,536 3,181,255

貯蔵品 34,627 29,275

前払費用 339,647 364,314

繰延税金資産 689,772 475,043

未収入金 2,781,631 2,896,143

未収還付法人税等 － 294,274

関係会社預け金 4,000,000 2,500,000

その他 152,836 189,164

流動資産合計 15,903,894 15,205,850

固定資産   

有形固定資産   

建物 25,849,942 27,042,225

減価償却累計額 △8,287,363 △9,105,788

建物（純額） 17,562,578 17,936,436

構築物 3,513,840 3,646,463

減価償却累計額 △1,668,543 △1,884,835

構築物（純額） 1,845,296 1,761,627

車両運搬具 12,425 12,425

減価償却累計額 △9,251 △10,007

車両運搬具（純額） 3,174 2,417

工具、器具及び備品 8,514,915 9,066,640

減価償却累計額 △5,636,808 △6,338,841

工具、器具及び備品（純額） 2,878,107 2,727,799

土地 10,773,296 10,876,184

リース資産 951,967 951,967

減価償却累計額 △153,867 △207,002

リース資産（純額） 798,099 744,964

建設仮勘定 16,315 115,468

有形固定資産合計 33,876,868 34,164,899

無形固定資産   

のれん 1,311,761 1,261,233

ソフトウエア 183,682 222,477

その他 21,555 10,924

無形固定資産合計 1,517,000 1,494,635
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（単位：千円）

前事業年度 
(2012年２月29日) 

当事業年度 
(2013年２月28日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 166,239 191,977

関係会社出資金 － 915,200

長期貸付金 36,347 59,592

破産更生債権等 39,036 35,838

長期前払費用 1,048,330 976,591

繰延税金資産 2,995,820 3,089,675

差入保証金 3,223,325 3,584,938

その他 3,795 5,653

貸倒引当金 △48,008 △47,938

投資その他の資産合計 7,464,888 8,811,528

固定資産合計 42,858,756 44,471,062

資産合計 58,762,651 59,676,913

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,495,948 9,640,065

リース債務 25,095 26,429

未払金 1,374,410 1,740,528

未払費用 907,445 896,245

未払法人税等 804,569 91,722

未払消費税等 134,920 192,439

預り金 420,993 367,017

前受収益 79,063 82,242

賞与引当金 515,394 470,327

役員業績報酬引当金 51,050 10,097

店舗閉鎖損失引当金 4,300 6,688

資産除去債務 2,837 －

流動負債合計 13,816,029 13,523,803

固定負債   

リース債務 616,384 589,955

退職給付引当金 3,908,573 4,054,589

商品券回収損失引当金 31,722 18,848

長期預り保証金 653,456 679,292

資産除去債務 1,131,602 1,226,442

その他 102,374 96,595

固定負債合計 6,444,113 6,665,723

負債合計 20,260,143 20,189,526
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（単位：千円）

前事業年度 
(2012年２月29日) 

当事業年度 
(2013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 31,000,000 32,000,000

繰越利益剰余金 2,527,504 2,470,988

利益剰余金合計 33,527,504 34,470,988

自己株式 △151,551 △138,728

株主資本合計 38,437,177 39,393,484

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54,191 73,766

評価・換算差額等合計 54,191 73,766

新株予約権 11,139 20,136

純資産合計 38,502,508 39,487,386

負債純資産合計 58,762,651 59,676,913
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 2011年３月１日 
 至 2012年２月29日) 

当事業年度 
(自 2012年３月１日 
 至 2013年２月28日) 

売上高 160,441,641 164,964,596

売上原価   

商品期首たな卸高 2,731,768 2,913,536

当期商品仕入高 120,970,078 124,747,943

合計 123,701,847 127,661,480

他勘定振替高 84,166 40,334

商品期末たな卸高 2,913,536 3,181,255

商品売上原価 120,704,144 124,439,890

売上総利益 39,737,497 40,524,705

その他の営業収入   

不動産賃貸収入 1,281,410 1,280,079

施設利用料収入 1,013,784 982,992

その他 478,646 494,019

その他の営業収入 2,773,840 2,757,091

営業総利益 42,511,338 43,281,797

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,055,729 1,354,886

販売促進費 2,350,563 2,467,229

従業員給料及び賞与 16,640,426 17,169,649

賞与引当金繰入額 515,394 470,327

役員業績報酬引当金繰入額 51,050 10,097

退職給付費用 405,541 365,476

法定福利及び厚生費 2,159,485 2,281,615

不動産賃借料 4,060,383 4,292,462

減価償却費 2,663,140 2,787,907

水道光熱費 2,427,921 2,795,918

修繕維持費 1,707,027 1,751,757

のれん償却額 172,199 178,797

貸倒引当金繰入額 － 401

その他 3,679,095 3,824,096

販売費及び一般管理費合計 37,887,959 39,750,624

営業利益 4,623,379 3,531,172

営業外収益   

受取利息 18,628 28,106

受取配当金 3,331 3,331

為替差益 － 26,452

補助金収入 － 33,650

違約金収入 8,527 －

工事負担金受入額 － 34,467

雑収入 19,572 53,022

営業外収益合計 50,059 179,029

営業外費用   

支払利息 64,174 61,968

合併関連費用 － 9,300

雑損失 6,622 2,550

営業外費用合計 70,797 73,818
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 2011年３月１日 
 至 2012年２月29日) 

当事業年度 
(自 2012年３月１日 
 至 2013年２月28日) 

経常利益 4,602,640 3,636,383

特別利益   

固定資産売却益 60,530 －

貸倒引当金戻入額 334 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 50,005 －

補助金収入 39,266 －

受取保険金 283,692 －

その他 35,313 －

特別利益合計 469,142 －

特別損失   

固定資産除却損 63,808 15,652

減損損失 293,777 1,401,958

固定資産臨時償却費 309,533 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 467,241 －

災害による損失 319,380 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 4,300 6,688

立退補償負担金 500,000 －

その他 78,210 －

特別損失合計 2,036,251 1,424,298

税引前当期純利益 3,035,532 2,212,084

法人税、住民税及び事業税 1,438,151 476,463

法人税等調整額 57,000 164,757

法人税等合計 1,495,152 641,221

当期純利益 1,540,379 1,570,863
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 2011年３月１日 
 至 2012年２月29日) 

当事業年度 
(自 2012年３月１日 
 至 2013年２月28日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 30,000,000 31,000,000

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000,000 1,000,000

当期変動額合計 1,000,000 1,000,000

当期末残高 31,000,000 32,000,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 2,614,355 2,527,504

当期変動額   

別途積立金の積立 △1,000,000 △1,000,000

剰余金の配当 △624,818 △625,158

当期純利益 1,540,379 1,570,863

自己株式の処分 △2,412 △2,220

当期変動額合計 △86,851 △56,516

当期末残高 2,527,504 2,470,988

利益剰余金合計   

当期首残高 32,614,355 33,527,504

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △624,818 △625,158

当期純利益 1,540,379 1,570,863

自己株式の処分 △2,412 △2,220

当期変動額合計 913,148 943,483

当期末残高 33,527,504 34,470,988

自己株式   

当期首残高 △162,673 △151,551

当期変動額   

自己株式の取得 △158 △452

自己株式の処分 11,280 13,275

当期変動額合計 11,121 12,822

当期末残高 △151,551 △138,728
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 2011年３月１日 
 至 2012年２月29日) 

当事業年度 
(自 2012年３月１日 
 至 2013年２月28日) 

株主資本合計   

当期首残高 37,512,906 38,437,177

当期変動額   

剰余金の配当 △624,818 △625,158

当期純利益 1,540,379 1,570,863

自己株式の取得 △158 △452

自己株式の処分 8,868 11,055

当期変動額合計 924,270 956,306

当期末残高 38,437,177 39,393,484

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 62,884 54,191

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,693 19,574

当期変動額合計 △8,693 19,574

当期末残高 54,191 73,766

新株予約権   

当期首残高 1,387 11,139

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,752 8,996

当期変動額合計 9,752 8,996

当期末残高 11,139 20,136

純資産合計   

当期首残高 37,577,179 38,502,508

当期変動額   

剰余金の配当 △624,818 △625,158

当期純利益 1,540,379 1,570,863

自己株式の取得 △158 △452

自己株式の処分 8,868 11,055

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,058 28,570

当期変動額合計 925,329 984,877

当期末残高 38,502,508 39,487,386
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(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

（注）2013年４月９日開催の取締役会において、上記のとおり代表取締役の異動を内定いたしました。詳細は、

本日付「代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

② その他の役員の異動 

・昇任取締役候補  

 ・新任取締役候補 

・退任予定取締役 

・新任監査役候補 

（注）監査役候補者足立憲昭氏は社外監査役として就任予定であります。 

６．その他

氏名 新役職名 現役職名 

神尾 啓治 代表取締役社長 常務取締役 商品統括本部長 

寺嶋  晋 － 代表取締役社長 

氏名 新役職名 現役職名 

片山 勝治 取締役会長 専務取締役 管理・開発担当 

氏名 新役職名 現役職名 

曽我 順二 専務取締役 
営業担当 

（旧イオンキミサワ㈱ 代表取締役社長）

荻野 正治 取締役 
店舗開発本部長付 

（旧イオンキミサワ㈱ 取締役） 

近藤 健司 取締役 
人事本部長付 

（旧イオンキミサワ㈱ 人事総務本部長）

萩原 一也 取締役 
プライム事業推進本部長 

（旧イオンキミサワ㈱ 商品部長） 

真中 和弥 取締役 イオン㈱ ＳＭ事業改革チーム 

氏名 現役職名 

谷口 一郎 常務取締役 

飯塚  章 取締役 

山下 豊明 取締役 

後藤 鉄朗 取締役 

氏名 新役職名 現役職名 

松岡 洋幸 監査役（常勤） 
社長付 

（旧イオンキミサワ㈱ 常勤監査役） 

足立 憲昭 監査役（非常勤） ㈱光洋 監査部長 
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・退任予定監査役 

③ 異動予定日 2013年５月下旬開催の定時株主総会後 

  

(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（2013年４月９日）公表の「2013年２月期決算参考資料」に記載

しております。 

  

氏名 現役職名 

鈴木 茂樹 常勤監査役 

岡田 次生 監査役（社外） 
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