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1.  平成26年2月期第3四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年11月30日） 

平成26年２月期第1四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年２月期第３四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載してお
りません。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年2月期第3四半期 150,549 ― 1,454 ― 1,506 ― 636 ―
25年2月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 26年2月期第3四半期 723百万円 （―％） 25年2月期第3四半期 ―百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年2月期第3四半期 35.82 35.76
25年2月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第3四半期 69,070 40,415 58.2
25年2月期 59,905 39,716 65.9
（参考） 自己資本   26年2月期第3四半期  40,194百万円 25年2月期  39,467百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年2月期 ― 0.00 ― 36.00 36.00
26年2月期 ― 0.00 ―
26年2月期（予想） 36.00 36.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 212,390 26.6 3,800 7.6 3,710 2.0 1,600 1.9 90.06



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期決算
短信(添付資料)３ページ「1．当四半期決算に関する定性的情報 (3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。なお、平成25年２月期第３四半期は四半
期連結財務諸表を作成しておりません。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 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） 26年2月期3Q 17,883,300 株 25年2月期 17,494,500 株
② 期末自己株式数 26年2月期3Q 118,328 株 25年2月期 118,078 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期3Q 17,765,108 株 25年2月期3Q 17,366,340 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報   

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国を始め、その他新興国における経済停滞等の影響が懸

念されるものの、政府の経済政策による円安・株高が進行する中、輸出企業を中心に企業収益が回復基調に転じる

など明るい兆しを見せ始めております。しかしながら、食品スーパーマーケット業界におきましては、生活必需品

に対する家計の節約・低価格志向が続いていることに加え、消費税率引上げに対する先行き懸念や、コンビニエン

スストア、ドラッグストアなど、業種・業態を越えた競争も激化しており、経営環境は引き続き厳しい状況が続い

ております。 

このような中、当社グループは、お客さまの豊かな食生活の実現に貢献し、常に成長し続ける企業を目指し、

2013年３月１日付けでイオンキミサワ株式会社との経営統合を行いました。そして当連結会計年度においては、そ

のスローガンとして「『融和』そして『変革』 創り上げよう！新生マックスバリュ東海 お客さまと従業員に愛

される店づくり」を掲げ、経営統合の早期軌道化と事業の再構築を推進する一方、統合シナジーの具現化に取り組

んでおります。 

（国内事業） 

店舗展開におきましては、イオンキミサワ株式会社との経営統合による23店舗、イオンエブリ株式会社からの

６店舗の譲受けに加え、４月にはマックスバリュプライムマークイズ静岡店（静岡市葵区）を開設しました。ま

た、９月には本年３店舗目のザ・ビッグへの転換店舗（マックスバリュ店舗をディスカウント業態であるザ・ビッ

グに転換）となるザ・ビッグ富士吉田店（山梨県富士吉田市）を開店しました。一方で、統合シナジーの実現に向

け、商品調達、本部機能の一体化を図るとともに、店舗網の見直しを進め、近接する店舗を統合するなど３店舗を

閉鎖し、経営効率の改善に努めました。これらにより、国内事業における店舗数は、ザ・ビッグ13店舗を含めて

128店舗となりました。 

販売面におきましては、お客さまの簡単・便利な食材への要望の高まりに即応すべく、惣菜を始めとして、フ

ローズン（冷凍食品）・レディーミール（調理済食品）の品揃えの充実に努めるとともに、挽きたて珈琲を提供す

る「マックスバリュカフェ」を14店舗に導入するなど、お客さまのライフスタイルの変化に対応した売場の拡充と

その活性化に取り組んでまいりました。また、店舗以外のサービス機能の充実を図るべく、「ネットスーパー」の

展開エリアを、６月の御殿場地区、９月の沼津・三島地区に加え、11月には富士・富士宮地区にも拡大し、静岡県

東部地区をカバーする体制を整えております。 

（中国事業） 

中国事業におきましては、2013年１月に中国１号店となるマックスバリュ太陽新天地店（中国広東省広州市）

を開設いたしました。同店では、火曜日を集客日として販売強化に努めたことで売上高は堅調に推移していること

から、課題である売上総利益の改善を早期に図り、今後の多店舗化に向けたビジネスモデルの確立に取り組んでお

ります。  

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、営業収益1,505億49百万円、営業利益14億54百万円、経常

利益15億６百万円、四半期純利益６億36百万円となりました。なお、2014年２月期第１四半期連結累計期間より四

半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行っておりません。 

(ご参考)  

個別経営成績                           （％表示は、対前年同四半期増減率） 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報   

① 資産  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比し91億64百万円増加し、690億70百万円にな

りました。これは、合併による固定資産43億38百万円の受入れや、店舗数増加などに伴い商品が16億75百万円増

加したことのほか、関係会社預け金が16億70百万円増加したことなどによるものであります。 

② 負債  

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比し84億65百万円増加し、286億54百万円に

なりました。これは、合併による固定負債14億53百万円の引受けや、店舗数増加などに伴い買掛金が42億12百万

円増加したことなどによるものであります。 

③ 純資産  

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比し６億99百万円増加し、404億15百万円にな

りました。これは、合併による資本金の増加１億円及び資本剰余金の増加４億89百万円、また四半期純利益の計

上６億36百万円、為替換算調整勘定の増加１億１百万円、剰余金の配当６億25百万円などによるものでありま

す。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

  営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2014年２月期第３四半期 149,849 20.1 1,777 △5.4 1,833 △4.6 898 43.6

2013年２月期第３四半期 124,783 2.6 1,879 △38.6 1,922 △36.8 625 △46.4
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

2014年２月期の通期の業績予想につきましては、2013年４月９日に公表しました業績予想を修正しておりませ

ん。   

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  

該当事項はありません。 

     

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

     

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(2013年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(2013年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,375,450 5,871,213

売掛金 44,929 53,633

商品 3,181,255 4,857,073

繰延税金資産 475,043 831,139

関係会社預け金 2,500,000 4,170,000

その他 3,773,171 4,936,761

流動資産合計 16,349,850 20,719,821

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 17,936,436 18,675,327

土地 10,876,184 12,917,040

その他（純額） 5,352,277 5,715,408

有形固定資産合計 34,164,899 37,307,775

無形固定資産   

のれん 1,261,233 1,126,263

その他 233,401 248,981

無形固定資産合計 1,494,635 1,375,244

投資その他の資産   

差入保証金 3,584,938 4,841,619

繰延税金資産 3,089,675 3,360,897

その他 1,269,652 1,512,885

貸倒引当金 △47,938 △47,938

投資その他の資産合計 7,896,328 9,667,464

固定資産合計 43,555,862 48,350,484

資産合計 59,905,713 69,070,306

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,640,065 13,852,083

1年内返済予定の長期借入金 － 258,796

未払法人税等 91,722 600,936

賞与引当金 470,327 92,677

役員業績報酬引当金 10,097 12,093

店舗閉鎖損失引当金 6,688 6,688

その他 3,304,902 6,079,076

流動負債合計 13,523,803 20,902,351

固定負債   

長期借入金 － 464,979

退職給付引当金 4,054,589 4,080,409

商品券回収損失引当金 18,848 14,437

資産除去債務 1,226,442 1,336,239

その他 1,365,843 1,856,572

固定負債合計 6,665,723 7,752,639

負債合計 20,189,526 28,654,991
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(2013年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(2013年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,167,850 2,267,850

資本剰余金 2,893,374 3,382,405

利益剰余金 34,470,988 34,481,767

自己株式 △138,728 △139,082

株主資本合計 39,393,484 39,992,940

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 73,766 100,111

為替換算調整勘定 － 101,015

その他の包括利益累計額合計 73,766 201,127

新株予約権 20,136 32,619

少数株主持分 228,800 188,628

純資産合計 39,716,186 40,415,315

負債純資産合計 59,905,713 69,070,306
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 2013年３月１日 
 至 2013年11月30日) 

売上高 147,880,532

売上原価 111,359,097

売上総利益 36,521,435

その他の営業収入 2,668,723

営業総利益 39,190,158

販売費及び一般管理費 37,735,282

営業利益 1,454,875

営業外収益  

受取利息 27,814

受取配当金 1,951

ポイント失効益 34,339

雑収入 61,493

営業外収益合計 125,598

営業外費用  

支払利息 53,258

雑損失 20,805

営業外費用合計 74,063

経常利益 1,506,411

特別利益  

固定資産売却益 5,039

特別利益合計 5,039

特別損失  

固定資産除却損 66,258

減損損失 166,908

中途解約金 146,978

店舗閉鎖損失引当金繰入額 5,506

その他 32,770

特別損失合計 418,421

税金等調整前四半期純利益 1,093,028

法人税、住民税及び事業税 760,616

法人税等調整額 △238,491

法人税等合計 522,124

少数株主損益調整前四半期純利益 570,904

少数株主損失（△） △65,425

四半期純利益 636,330

ＭＶ東海　(8198)　平成26年２月期第３四半期決算短信(連結)

- 6 -



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 2013年３月１日 
 至 2013年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 570,904

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 26,345

為替換算調整勘定 126,269

その他の包括利益合計 152,615

四半期包括利益 723,519

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 763,691

少数株主に係る四半期包括利益 △40,171
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該当事項はありません。   

   

当社は、2013年３月１日付にて、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。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が100,000千円、資本剰余金が489,014千円増加し、

当第３四半期連結会計期間末において資本金が2,267,850千円、資本剰余金が3,382,405千円となっております。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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