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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有・無 

四半期決算説明会開催の有無 ：有・無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成25年2月期第3四半期の業績（平成24年3月1日～平成24年11月30日） 
（１）経営成績（累計）                                                      （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年 2月期第3四半期 124,783 2.6 1,879 △38.6 1,922 △36.8 625 △46.4
24年 2月期第3四半期 121,671 3.9 3,061 12.2 3,043 12.1 1,167 19.7

 
 

 
（２）財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

25年 2月期第3四半期 60,900 38,510 63.2 
24年 2月期 58,762 38,502 65.5 

（参考）自己資本    25年 2月期第3四半期 38,488百万円  24年 2月期 38,491百万円 

 
２．配当の状況 

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   
24年 2月期 － 0.00 － 36.00 36.00   
25年 2月期 － 0.00 －   

25年 2月期(予想)   36.00 36.00   

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有・無 

 
３．平成25年2月期の業績予想（平成24年3月1日～平成25年2月28日） 

（％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 
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 176,000 7.8 5,000 8.1 4,940 7.3 2,200 42.8 126.68

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有・無 

 

 
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

25年 2月期第3四半期 36.01 35.96
24年 2月期第3四半期 67.23 67.18

ir_user
タイプライターテキスト



 

※ 注記事項    
 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：有・無 
 
 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有・無 

② ①以外の会計方針の変更 ：有・無 

③ 会計上の見積りの変更 ：有・無 

④ 修正再表示 ：有・無 
 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 25年2月期3Ｑ 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3Ｑ 120,128株 24年2月期 128,978株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 25年2月期3Ｑ 17,366,340株 24年2月期3Ｑ 17,359,895株

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、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）２ページ「１.当四半期に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景として、一部に緩やかな

回復の兆しが見られたものの、世界的な経済減速などによる輸出の減少や厳しい雇用・所得環境などの懸念材料

もあり、国内景気は依然として先行き不透明な状況が続いております。食品スーパーマーケット業界におきまし

ても、消費者の生活防衛意識の高まりから低価格志向がより一層顕在化する中、コンビニエンスストアやドラッ

グストアを加えた出店攻勢による販売競争が増々激化しており、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、当社は2012年３月に、マックスバリュ東海へ社名変更し10周年の節目の年を迎えるに当たり

「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！」を当事業年度のスローガン

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づくりに取り組んでおります。 

販売面におきましては、恒例の曜日市（火曜日・水曜日）に加えて、夕方（16時～19時）、早朝７時開店など

の強化にも新たに取り組むとともに、農産・デリカ部門の強化、トップバリュの拡販などの経営課題に重点的に

取り組んでおります。特に、単身世帯の増加や家庭内調理の減少など、お客さまのライフスタイルの変化に対応

すべく、簡単・便利な半調理品や、すぐに食べられる調理済商品の品揃えの充実を図るとともに、フローズン商

品を拡充し、お客さまが必要なときに、必要な量だけ便利に使える商品の展開強化を進めてまいりました。ま

た、トップバリュの拡販については、競争店との差別化商品として、生鮮・デリカ部門のラインナップの充実と

ワンコインコーナーによる集合陳列の強化を図る一方、トップバリュウィークの開催や試食の強化などにも取り

組みました。その結果、当第３四半期累計期間におけるトップバリュ売上構成比は14.9％（前年同期は12.1％）

となりました。 

店舗展開におきましては、上期に開設した２店舗に加え、９月には居抜き建物を初めて活用し、ザ・ビッグ業

態としては10店舗目となるザ・ビッグ浜松萩丘店（浜松市中区）を開設、10月にはマックスバリュ島田阿知ケ谷

店（静岡県島田市）及びマックスバリュ平塚真田店（神奈川県平塚市）、11月にはマックスバリュ浜北中瀬店

（浜松市浜北区）を開設し、新店の開設数は計６店舗となりました。なお、マックスバリュ平塚真田店は、当社

にとりまして100店舗目となる節目の店舗となりました。 

これらの取組みにより、当第３四半期累計期間における売上高は、新店開設や昨年度開店した新店の通年稼

動、ザ・ビッグ業態に転換した店舗の売上の伸びなどにより、対前年同期比2.6％増となりました。一方、売上

総利益率は、ザ・ビッグ店舗の増加に伴う荒利率の低下などにより、対前年同期比0.3％減となりました。経費

面では、全社的な経費削減や省エネ機器導入による電気使用量の削減などに継続的に取り組んでまいりました

が、既存店ベースの販売費及び一般管理費は、対前年同期比0.3％減に留まり、売上総利益の減少をカバーする

ことはできませんでした。 

 これらの結果、当第３四半期累計期間の業績は、営業収益1,247億83百万円（対前年同期比2.6％増）、営業利

益18億79百万円（同38.6％減）、経常利益19億22百万円（同36.8％減）、四半期純利益６億25百万円（同46.4％

減）となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産  

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比し、21億37百万円増加し、609億円になりました。こ

れは商品の増加４億45百万円、新店６店舗の開設などによる有形固定資産の増加16億99百万円、差入保証金の増

加３億89百万円などによるものであります。 

② 負債  

当第３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比し、21億29百万円増加し、223億89百万円になりま

した。これは買掛金の増加６億41百万円、未払法人税等の減少６億56百万円、設備未払金や未払賞与を含む流動

負債その他の増加24億54百万円などによるものであります。 

③ 純資産  

当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比し、７百万円増加し、385億10百万円になりました。

主な純資産の増減内容は、四半期純利益の計上６億25百万円、剰余金の配当６億25百万円などによるものであり

ます。  

    

（３）業績予想に関する定性的情報 

 2013年２月期の通期の業績予想につきましては、2012年４月12日に公表いたしました業績予想を修正しており

ません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期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。 

   

（２）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。    

  

（追加情報） 

イオンキミサワ株式会社との合併 

当社は、2012年８月21日開催の取締役会において、イオンキミサワ株式会社との間で、当社を合併存続会社、イ

オンキミサワ株式会社を合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、同日付け合併契約を締結しました。  

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 

当社を合併存続会社、イオンキミサワ株式会社を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 合併比率 

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株を割当て交付します。 

② 合併比率の算定根拠 

当社は、株式会社ＡＧＳコンサルティングを第三者算定機関として起用して合併比率の算定を依頼し、その算

定結果を参考として、合併当事者間において協議の上、上記比率を決定しました。 

なお、株式会社ＡＧＳコンサルティングは、当社の株式については市場株価法、類似公開企業比較法及びＤＣ

Ｆ法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)を用い、また、イオンキミサワ株式会社の株式については、

同社が非上場会社であり、市場株価が存在しないことから、類似公開企業比較法及びＤＣＦ法を用いて算定を行

いました。 

③ 合併により発行する株式の種類及び数 

普通株式 388,800株（予定） 

④ 増加すべき資本・準備金・その他の利益剰余金等の額 

資本金、資本準備金及び利益準備金その他の事項については、会社計算規則の定めに従い決定します。 

⑤ 引き継ぐ資産・負債の状況 

当社は、2013年２月28日現在の一切の資産、負債及び権利義務の全部を、合併の効力発生日において引き継ぎ

ます。 

５. 合併の時期 

合併の効力発生日 2013年３月１日 

  

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 

  第１四半期会計期間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。 

  

退職給付引当金 

  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354,225千円発生しており、10年の定額法により償却しております。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

マックスバリュ東海(株)　(8198)　平成25年２月期第３四半期決算短信(非連結)

- 3 -



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(2012年２月29日) 

当第３四半期会計期間 
(2012年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,947,535 5,006,055

売掛金 44,307 43,893

商品 2,913,536 3,359,386

繰延税金資産 689,772 884,619

関係会社預け金 4,000,000 3,000,000

その他 3,308,743 3,677,234

流動資産合計 15,903,894 15,971,188

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 17,562,578 18,903,982

土地 10,773,296 10,994,737

その他（純額） 5,540,993 5,677,347

有形固定資産合計 33,876,868 35,576,067

無形固定資産   

のれん 1,311,761 1,308,588

その他 205,238 248,517

無形固定資産合計 1,517,000 1,557,106

投資その他の資産   

繰延税金資産 2,995,820 2,907,000

差入保証金 3,223,325 3,612,716

その他 1,293,750 1,323,603

貸倒引当金 △48,008 △47,536

投資その他の資産合計 7,464,888 7,795,784

固定資産合計 42,858,756 44,928,958

資産合計 58,762,651 60,900,146

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,495,948 10,137,604

未払法人税等 804,569 148,383

賞与引当金 515,394 75,767

役員業績報酬引当金 51,050 5,890

店舗閉鎖損失引当金 4,300 －

資産除去債務 2,837 －

その他 2,941,929 5,396,912

流動負債合計 13,816,029 15,764,557

固定負債   

退職給付引当金 3,908,573 4,020,010

商品券回収損失引当金 31,722 19,587

資産除去債務 1,131,602 1,225,587

その他 1,372,215 1,359,904

固定負債合計 6,444,113 6,625,089

負債合計 20,260,143 22,389,647
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（単位：千円）

前事業年度 
(2012年２月29日) 

当第３四半期会計期間 
(2012年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,167,850 2,167,850

資本剰余金 2,893,374 2,893,374

利益剰余金 33,527,504 33,525,876

自己株式 △151,551 △141,133

株主資本合計 38,437,177 38,445,967

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54,191 42,290

評価・換算差額等合計 54,191 42,290

新株予約権 11,139 22,240

純資産合計 38,502,508 38,510,498

負債純資産合計 58,762,651 60,900,146
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 2011年３月１日 
 至 2011年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 2012年３月１日 
 至 2012年11月30日) 

売上高 119,591,618 122,733,982

売上原価 90,126,168 92,910,235

売上総利益 29,465,449 29,823,747

その他の営業収入 2,079,957 2,049,843

営業総利益 31,545,406 31,873,591

販売費及び一般管理費 28,483,598 29,994,325

営業利益 3,061,808 1,879,266

営業外収益   

受取利息 12,703 20,645

受取配当金 1,670 1,670

生命保険配当金 2,591 9,004

工事負担金受入額 － 34,467

雑収入 19,683 35,808

営業外収益合計 36,649 101,596

営業外費用   

支払利息 48,479 46,629

合併関連費用 － 9,300

雑損失 6,350 2,270

営業外費用合計 54,830 58,200

経常利益 3,043,626 1,922,661

特別利益   

固定資産売却益 59,767 －

貸倒引当金戻入額 334 －

補助金収入 39,266 －

受取保険金 283,110 －

その他 81,853 －

特別利益合計 464,333 －

特別損失   

固定資産除却損 51,515 15,652

減損損失 282,410 491,058

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 319,631 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 4,300 －

立退補償負担金 500,000 －

その他 56,819 －

特別損失合計 1,681,918 506,711

税引前四半期純利益 1,826,041 1,415,950

法人税、住民税及び事業税 1,139,713 846,539

法人税等調整額 △480,820 △55,979

法人税等合計 658,892 790,560

四半期純利益 1,167,148 625,390
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（中国における子会社の設立について）  

１．子会社設立の目的  

 当社の成長戦略のひとつとして、中国広東省広州市近郊における食品スーパー「マックスバリュ」の展開を図

るため、イオンの中国におけるグループ一体での成長戦略を推進する「永旺（中国）投資有限公司」と合弁で、

広東省広州市に新会社を設立しました。 

  

２．設立子会社の概要 

① 名称         永旺美思佰楽（広州）商業有限公司 

② 所在地        中国・広東省広州市 

③ 代表者        董事総経理 安倍 悟（当社取締役） 

④ 事業内容       食品スーパー「マックスバリュ」の運営 

⑤ 営業許可証取得日   2012年12月20日 

⑥ 資本金        ８０百万元 

⑦ 出資比率       当社                     ８０％ 

             永旺（中国）投資有限公司  ２０％  

当社の出資は、2013年１月７日の送金をもって完了しております。  

  

（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

（５）重要な後発事象
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