
  

１．平成26年２月期第２四半期の連結業績（平成25年３月１日～平成25年８月31日） 

（注）包括利益 26年２月期第２四半期 1,171百万円（－％）  25年２月期第２四半期 －百万円（－％） 
  

（注）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２四半期の数値及び対
   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 

（注）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月期の数値については記載し
   ておりません。 
  

２．配当の状況 

  

  

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） 

  

（注）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、対前期増減率については記載しておりま
   せん。 

    

平成26年２月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成25年10月２日

上場会社名 マックスバリュ西日本株式会社 上場取引所  東 

コード番号 8287 ＵＲＬ  http：//www.maxvalu.co.jp 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）加栗 章男 

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役管理担当 （氏名）井戸 智文 ＴＥＬ  082（535）8500 

四半期報告書提出予定日 平成25年10月11日 配当支払開始予定日  － 

四半期決算補足説明資料作成の有無： 有      

四半期決算説明会開催の有無      ： 有   （機関投資家・アナリスト向け） 

  （百万円未満切捨て）

（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２四半期  132,067  －  1,436  －  1,549  －  174  －

25年２月期第２四半期  －  －  －    －  －  －  －  －

  
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２四半期 ６     66 ６   64 

25年２月期第２四半期  －  －

  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 

26年２月期第２四半期  91,386  42,285  45.9 1,603   78 

25年２月期  －  －  －  －

（参考）自己資本 26年２月期第２四半期 41,959百万円   25年２月期 －百万円 

  
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 － 35   00 35   00 

26年２月期  － 0   00     

26年２月期（予想）     － 35   00 35   00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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  269,000  －  6,500  －  6,600  －  2,600  －  99.42

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規  １社  （社名）永旺美思佰楽（青島）商業有限公司、     除外   － 社  （社名） 

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）当四半期連結累計期間に 

   おける重要な子会社の異動」をご覧ください。  

  

  

（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四半期レビュー手続きは終了しております。 

  

※  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等については、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。  

  

（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）： 有

（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

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２Ｑ 26,198,609株 25年２月期 26,196,409株

②  期末自己株式数 26年２月期２Ｑ 35,646株 25年２月期 35,484株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期２Ｑ 26,161,831株 25年２月期２Ｑ 26,150,633株
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 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。 

  

 （１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間のわが国の経済は、新政権発足以降の大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を

 喚起する「三本の矢」の成長戦略を受け、株高基調に転じるなど景気回復への明るい兆しが見え始めたものの、中国

 における経済成長率の鈍化、円安による輸入価格の上昇など、国内景気を押下げるリスク要因も残されております。

  当社グループが所属するスーパーマーケット業態においては、ドラッグストアやコンビニエンスストアなどの新興

 勢力によるシェア争いが激化しており、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、各地域のシェア拡大に向け、新規店舗の出店や成長力が落ちてきた店舗への活性

 化投資を図る一方で、成長戦略の一環として「中国事業の展開」にも注力することで強固な経営基盤の構築に努めま

 した。 

  

  当第２四半期連結累計期間においては、マックスバリュ４店舗を新規開店しました。概要につきましては、４月に

 愛媛県西条市においてマックスバリュ西条大町店、６月には広島県広島市においてマックスバリュエクスプレス草津

 南店、７月には愛媛県松山市においてマックスバリュ久万ノ台店、さらに、８月には兵庫県姫路市においてマックス

 バリュ書写店を建替え（スクラップ＆ビルド）いたしました。一方で、兵庫県姫路市において２店舗を閉店いたしま

 した。これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の店舗数は172店舗となっております。 

  また、中国事業の展開については、前事業年度に子会社を設立し、８月２日に中国事業１号店となる「マックスバ

 リュ万邦中心店」を山東省青島市に開店いたしております。 

  

  商品面におきましても、「旬」や品質にこだわった果物の訴求、地場漁港直送の新鮮な鮮魚販売、簡便性食品の志

 向が高まる中にあって伸張している冷凍食品やサラダ、惣菜などの売場拡大や、短時間で調理のできる味付け焼肉や

 レンジアップ商品の強化を図ってまいりました。併せて、コンビニエンスストアが強みとするデザート及びパーソナ

 ル飲料の品揃えを拡大しております。 

  営業力強化に向けた取組みの柱としましては、既存店舗の活性化（リニューアル）による競争力向上を図っており

 ます。主な内容として、地域のお客さまの生活スタイルに対応したこだわりの売場構築や商圏における店舗特性を踏

 まえた活性化を当第２四半期連結累計期間に48店舗実施いたしました。 

  また従来からの取組みとして、品質・価格ともに充実したイオンのブランド「トップバリュ」商品の拡大、週単位

 で季節催事や行事に合わせたお買い得品の展開（52週マーチャンダイジング）、また「お客さま感謝デー」、「マッ

 クスデー」、「ザ・ビッグデー」、「お客さまわくわくデー」、「火曜市・水曜市」などの主力セールスの強化に取

 り組みました。 

  

  これらの取組みの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、1,291億11百万円、営業収益1,320億67百万

 円、営業総利益325億99百万円となりました。 

  販売費及び一般管理費につきましては、販促強化による広告宣伝費及び人件費の増加、既存店活性化による投資、

 電気料金単価の値上げ等による設備費の増加、中国事業に係わる経費等によって、311億63百万円となりました。 

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、営業利益14億36百万円、経常利益15億49百万円、四半期純利益

 １億74百万円となりました。 

  

 （注）文中表記について 

  （トップバリュ商品） 

   ・衣食住にわたり「安全・安心・正直」をコンセプトとして、ナショナルブランドと同等以上の品質で、かつお買

    得価格で提供するイオンのブランド 

  （お客さま感謝デー） 

   ・毎月20日・30日にイオンクレジットカードでのお支払い又はご提示、ＷＡＯＮカードでのお支払いで表示価格よ

    り５％割引にて提供する定期的催事 

  （マックスデー、ザ・ビッグデー） 

   ・日ごろからマックスバリュ、ザ・ビッグのお店をご利用いただいているお客さまへ感謝の気持ちを込め、月に１

    度（暦の第２日曜日）、一部の商品を除き、売場にある全商品を表示価格から５％割引にて提供する定期的催事

  （お客さまわくわくデー） 

   ・毎月５日・15日・25日にイオングループ各社で発行している電子マネーＷＡＯＮカードのお支払いでＷＡＯＮポ

    イントが２倍になる催事 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産・負債及び純資産の状況 

 （資産）   

  当第２四半期連結会計期間末における総資産は、913億86百万円となりました。主な内訳は次のとおりです。 

 流動資産は258億97百万円であり、その内訳は商品88億34百万円、現金及び預金76億84百万円等であります。 

 固定資産は654億88百万円であり、その内訳は有形固定資産456億74百万円、投資有価証券95億35百万円等であ 

 ります。  

（負債） 

  当第２四半期連結会計期間末における負債は、491億円となりました。その内訳は、支払手形及び買掛金287 

 億87百万円、資産除去債務27億48百万円等であります。 

 （純資産） 

  当第２四半期連結会計期間末における純資産は、 億85百万円となりました。その内訳は、利益剰余金  

 億 百万円、その他有価証券評価差額金49億51百万円等であります。  

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、76億 百万円 

 となりました。当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・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） 

  当第２四半期累計期間に営業活動の結果獲得した資金は 億 百万円となりました。これは主に、仕入債務 

 の増加33億 百万円、減価償却費の計上 億 百万円及び減損損失の計上９億53百万円によるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間に投資活動の結果使用した資金は 億 百万円となりました。これは主に、有形 

 固定資産の取得による支出 億 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）  

  当第２四半期連結累計期間に財務活動の結果使用した資金は 億 百万円となりました。これは主に、配当金 

 の支払額９億 百万円によるものです。    

   

 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成26年２月期の連結業績予想につきましては、本資料の公表時点において、平成25年９月20日に公表いたし

 ました「業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ」から変更はありません。 

   

 （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

   当社は、前事業年度に子会社として永旺美思佰楽（青島）商業有限公司を設立したことに伴い、第１四半期

  連結会計期間から、同社を連結の範囲に含めております。   

   

 （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。   
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 7,684

売掛金 502

商品 8,834

貯蔵品 69

その他 8,805

流動資産合計 25,897

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 29,441

土地 7,310

その他（純額） 8,922

有形固定資産合計 45,674

無形固定資産 617

投資その他の資産  

投資有価証券 9,535

その他 9,661

投資その他の資産合計 19,196

固定資産合計 65,488

資産合計 91,386

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 28,787

未払法人税等 588

賞与引当金 259

役員業績報酬引当金 5

設備関係支払手形 2,060

その他 8,186

流動負債合計 39,888

固定負債  

長期借入金 250

資産除去債務 2,748

退職給付引当金 497

その他 5,715

固定負債合計 9,211

負債合計 49,100
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,670

資本剰余金 4,644

利益剰余金 30,667

自己株式 △43

株主資本合計 36,938

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 4,951

為替換算調整勘定 69

その他の包括利益累計額合計 5,020

新株予約権 90

少数株主持分 235

純資産合計 42,285

負債純資産合計 91,386
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 129,111

売上原価 99,467

売上総利益 29,643

その他の営業収入 2,956

営業総利益 32,599

販売費及び一般管理費 31,163

営業利益 1,436

営業外収益  

受取利息 8

受取配当金 107

その他 48

営業外収益合計 164

営業外費用  

支払利息 30

遊休店舗地代 9

その他 12

営業外費用合計 51

経常利益 1,549

特別損失  

固定資産除売却損 18

減損損失 953

その他 18

特別損失合計 990

税金等調整前四半期純利益 558

法人税、住民税及び事業税 543

法人税等調整額 △139

法人税等合計 404

少数株主損益調整前四半期純利益 153

少数株主損失（△） △20

四半期純利益 174
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 153

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 930

為替換算調整勘定 86

その他の包括利益合計 1,017

四半期包括利益 1,171

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 1,174

少数株主に係る四半期包括利益 △3
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 558

減価償却費 2,524

減損損失 953

有形固定資産除売却損益（△は益） 28

賞与引当金の増減額（△は減少） △27

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） △3

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △29

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24

受取利息及び受取配当金 △116

支払利息 30

売上債権の増減額（△は増加） △90

たな卸資産の増減額（△は増加） 306

仕入債務の増減額（△は減少） 3,390

未払消費税等の増減額（△は減少） 535

未払金の増減額（△は減少） 143

未収入金の増減額（△は増加） △1,415

その他 1,077

小計 7,890

利息及び配当金の受取額 110

利息の支払額 △24

法人税等の支払額 △1,603

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,372

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 △2,691

無形固定資産の取得による支出 △11

差入保証金の差入による支出 △281

差入保証金の返還による収入 223

預り保証金の返還による支出 △88

預り保証金の預りによる収入 35

その他 △133

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,948

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △514

連結子会社設立に伴う少数株主からの     
払込みによる収入

238

配当金の支払額 △914

その他 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,205

現金及び現金同等物に係る換算差額 79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,298

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 954

現金及び現金同等物の期首残高 4,431

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,684
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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