
  

１．平成25年２月期の業績（平成24年２月21日～平成25年２月28日） 

  

（注）平成25年２月期は、決算期変更により12ヶ月と８日の変則決算となっているため、対前期増減率については記載し 
   ておりません。  
   また、平成25年２月期の１株当たり当期純利益、自己資本当期純利益率及び総資産経常利益率については、12ヶ月 
   と８日の損益に対する数値となっております。 
  
(2）財政状態 

  
(3）キャッシュ・フローの状況 

  
２．配当の状況 
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(1）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  264,243  －  5,570 －  5,761  －  2,273 －

24年２月期  255,131  4.4  7,173 △4.9  7,373  △4.5  1,468 △58.5

  
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 ％ ％ ％

25年２月期         86 93       86 63  5.7  6.8  2.2
24年２月期      56 15    0056  3.9  8.9  2.9

（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  87,673  41,781  47.6   1,593 94

24年２月期  81,724  38,461  47.0    1,467 94

（参考）自己資本 25年２月期 41,698百万円 24年２月期 38,387百万円

  
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  9,127 △5,871  △1,967  4,431
24年２月期  6,355 △6,060  △1,964  3,143

  
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 ％ ％

24年２月期  －  0 00 －  0035  0035  915  62.3 2.4
25年２月期  － 0 00 －  0035  0035  915  40.3 2.3
26年２月期 
（予想）  － 0 00 －  0035  0035   29.5

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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

第２四半期（累計）  130,000  －  2,700 －  2,750 －  1,200  －   45 89

通期  268,500  －  7,000 －  7,100 －  3,100  －   118 54



（注）１．平成25年２月期は、決算期変更により12ヶ月と８日の変則決算となっているため、対前期増減率及び対前年同
     四半期増減率については記載しておりません。  
   ２．当社は、平成26年２月期（平成25年３月１日～平成26年２月28日）より、連結決算へ移行致します。平成26年
     ２月期第２四半期連結累計期間及び通期業績予想につきましては、同日発表の「連結決算開始に伴う連結 
     業績予想に関するお知らせ」をご参照下さい。 
  

※ 注記事項 

(1）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

(2）発行済株式数（普通株式） 

  （注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、44ページ「１株当たり情報」をご覧ください。
  

※  監査手続の実施状況に関する表示 

  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が実施中です。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。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。 

  尚、上記業績予想に関する事項は、１ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分

析」をご覧ください。 

  

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 26,196,409株 24年2月期 26,192,409株

②  期末自己株式数 25年2月期 35,484株 24年2月期 41,605株

③  期中平均株式数 25年2月期 26,151,370株 24年2月期 26,150,891株
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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の経済は、東日本大震災の復興需要等を中心に穏やかな回復傾向が続いております。

また、年度終盤に至っては、政権交代に伴う景気対策への期待感から、円安・株高の動きも一層強まっております。

しかし、雇用や所得動向の改善には至っておらず、個人消費は依然として低迷している状況が続いております。 

当社が基盤とする兵庫・中四国エリアにおいても、円安を背景に輸出産業に一部明るさが見られるものの、消費

マインドは低調に推移しております。またスーパーマーケット業界は、業態を超えた価格競争、ネット販売等による

食品市場の侵食など厳しい経営環境にあります。 

当社は、このような状況下において、原点である「すべてはお客さまのために」に基づき、新店開発や既存店の

活性化投資、商品力・営業力の強化による収益改善に取り組んでまいりました。 

その結果、営業収益は2,642億43百万円、営業利益55億70百万円、経常利益57億61百万円、当期純利益22億73百万

円となりました。営業収益の増収は、新店の出店及び既存店への活性化投資による売上拡大に起因しております。販

売費及び一般管理費につきましては、イオンのスケールメリットを活用した販売促進費の効率化、店舗基本照明のＬ

ＥＤ（発光ダイオード）化による電力使用量の抑制等に引き続き取り組みました。しかし、販売費及び一般管理費の

前期伸び率が営業総利益の前期伸び率を上回ったため、営業利益は減益となりました。当期純利益は、前期の第１四

半期に資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う影響額として12億46百万円を特別損失に計上しているため、増益

となっております。 

 なお、当事業年度は12ヶ月と８日の変則決算となるため、通期の対前期増減比は記載しておりません。 

  

（営業における取組み） 

営業面におきましては、異業態との競争が激化する中、お客さまの生活スタイルの変化に対応することによって、

スーパーマーケットの強みを再構築することに取り組みました。具体的には、変化するお客さま志向に対応するため

に、嗜好性の高い果物における旬や美味しさの訴求、「美味しいものを少量だけ食べたい」といったお客さま志向に

対応して味と品質にこだわった和牛の販売、地元の食生活に合わせて新鮮な魚を地場漁港から直送する朝市の実施に

取り組みました。一方で、「調理時間を短縮したい」といったお客さまニーズにお応えするために、カット野菜や味

付け焼肉、ファストフィッシュなど半調理品の拡販を図りました。単身世帯の増加によって増え続ける傾向にある

「食事を作らない」といったお客さまに対しては、レディトゥイート商品の販売及び食べきりサイズ商品の品揃え拡

大を図りました。同様に、冷凍食品は、パスタなど電子レンジ調理で簡単に食べられる商品の品揃えを強化した結

果、お客さま需要の高まりもあって好調に売上を伸ばしております。 

 また、変化するお客さまの生活スタイルへの対応を目指して、当事業年度に開店したマックスバリュ町田店では、

即食性の高い商品を売場に集中させた‘コンビニゾーン’を設けることによってショートタイムショッピングの実現

を図りました。加えて、お客さまの利便性をさらに高めるために、７時開店店舗の拡大、医薬品売場の導入を積極的

に進めてまいりました。 

  

（商品部門別の動向）                     

〔食品部門〕 

当事業年度の食品部門の動向につきましては、お客さまの生活スタイルの変化に対応すべく売場づくり及び販促

を強化した冷凍食品、お客さま嗜好の変化に対応してサラダ・惣菜の品揃えを拡充した寿司・弁当・惣菜が好調に推

移いたしました。一方、鶏肉部門が不調であった畜産、塩さばや塩鮭といった塩蔵塩干部門が不振であった水産、お

客さま志向がレンジ調理品に移行したため調理麺が不振となった日配食品は苦戦いたしました。その結果、食品部門

全体の売上高は2,369億81百万円となりました。 

〔非食品部門〕 

 当事業年度の非食品部門の動向につきましては、新たなカテゴリーを積極的に導入したスポーツ・園芸・ペット

等、医薬品の取扱いに伴い大幅な売場変更によって品揃えを拡充した化粧・薬品が好調に推移いたしました。その結

果、非食品部門全体の売上高は212億68百万円となりました。 

  

（店舗開発における取組み） 

 当事業年度の新規出店につきましては、スーパーマーケット業態５店舗、ディスカウント業態２店舗の合計７店舗

を開店いたしました。 

〔スーパーマーケット業態の出店〕 

マックスバリュ古坂店（兵庫県）、マックスバリュ東難波店（兵庫県）、マックスバリュ金楽寺店（兵庫県）、マッ

クスバリュエクスプレス舟入南店（広島県）、マックスバリュ町田店（兵庫県） 

１．経営成績・財政状態に関する分析
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〔ディスカウントストア業態の出店〕 

ザ・ビッグ和気店（岡山県）、ザ・ビッグエクストラ氷上店（兵庫県） 

 「マックスバリュエクスプレス」は、人口の都市集中及び高齢化に対応し得る店舗として、少人数世帯をターゲッ

トとした品揃え・売場づくり・サービスを実現いたしました。「ザ・ビッグエクストラ」は、当社でも 大規模の売

場面積となる7,000㎡を有しており、新たなディスカウントストア業態の確立を目指して、豊富な品揃えでより広い

商圏からの集客を図る店舗として開店いたしました。 

 また、既存店の活性化投資を13店舗で実施した一方で、４店舗を閉店することによって効率的な店舗網の構築に着

手いたしました。 

その結果、当事業年度末における店舗数は171店舗となりました。 

加えて当社は、新たなお客さまの獲得と利便性の高いサービスの提供を目指して、ネットスーパー事業を開始い

たしました。また成長戦略の一環として、中華人民共和国山東省に子会社である永旺美思佰楽（青島）商業有限公司

を設立し、今後、山東省青島市近郊において食品スーパー「マックスバリュ」の展開を図ってまいります。 

  

（人材育成における取組み） 

人材の育成は、当社の中期経営計画目標を達成する上で重要な課題であると位置づけております。当事業年度

は、現場力の向上を目的として店長に対する社内教育の充実を図りました。また、各店で取り組んでいるフレックス

委員会では、お客さま視点に立った様々なベストプラクティスが生まれていると同時に、フレックス委員会の活動プ

ロセスそのものが自主自立した従業員を育てる風土の醸成に繋がっております。 

  

（環境保全・社会貢献活動に対する取組み） 

 当社は、環境保全活動や社会貢献活動を通じて、地域社会へ奉仕する責任があると認識しております。当事業年度

は、主に以下の活動を推進してまいりました。 

 ①ＩＳＯ14001に基づく環境管理 

 ②節電の取組み 

   当事業年度はＬＥＤ基本照明を76店舗に導入することによって、電気使用量の削減を実現いたしました。 

 ③イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン 

   当事業年度は、福祉の増進、環境保全、文化振興等の分野において活動する359団体に対して744万円の助成を

実施いたしました。 

 ④各種募金活動 

   当事業年度は、東日本大震災に関する募金活動、アジア地域の学校建設支援に対する募金活動、24時間テレビ

チャリティ募金活動等を実施いたしました。当事業年度は合計で約26百万円の募金をお客さまからお預かりい

たしました。 

 ⑤フードバンク活動支援 

   当社では、食に困っている方々への食料支援として、2006年度からお米の寄付を始めております。当事業年度

は、7.2トンのお米を食料支援活動に活用していただきました。 

 ⑥食育活動 

   当社は、「食」を通じて地域のお客さまのお役に立ちたいという思いから、「食」の楽しさや大切さをお伝え

する食育活動を推進しております。当事業年度は、新たに35名の食育コミュニケーターを育成し、食に関する

情報提供に努めております。 

  

（注） １ 文中表記について 

（ファストフィッシュ） 

・ 手軽、気楽においしく、水産物を食べること及びそれを可能にする商品や食べ方のこと 

（レディトゥイート） 

・ 「そのまますぐに食べられる。」状態の商品（天ぷら、カツ、弁当、寿司、刺身、サラダ、パン等）

（ショートタイムショッピング） 

・ お客さまが各商品群の中から必要な商品を 短時間で見つけ出し、 短時間で購入できる仕組 

（フレックス委員会） 

・ 地域の消費者であるフレックス社員（パートタイマー）が、地域のお客さまに愛される店舗づくりを

目指して自主的に改善活動を行うこと 
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②次期の見通し 

 次期につきましては、雇用や所得動向など先行きの不透明感が払拭されない厳しい経営環境が続くものと捉えてお

ります。しかしながら当社は、お客さま第一主義に基づいた諸施策を実施することにより、激変する経営環境への適

応を図ってまいります。 

 店舗計画といたしましては、2013年４月５日に開設したマックスバリュ西条大町店（愛媛県）を含め10店舗の新規

開設を目指します。この内１店舗につきましては、ディスカウント業態である「ザ・ビッグ」として開設し、価格競

争力と収益力がある事業モデルの確立に取り組んでまいります。同じく２店舗については、変化するお客さま志向へ

対応するために、既存店のＳ＆Ｂ（スクラップ＆ビルド）を実施いたします。 

 新たな事業としては、当事業年度から取り組んでいるイオンネットスーパーを、新規顧客の獲得と利便性の高いサ

ービスが提供できる事業として推進してまいります。また成長戦略の一環として、子会社である永旺美思佰楽（青

島）商業有限公司が中華人民共和国山東省の青島市近郊において食品スーパー「マックスバリュ」の出店を予定して

おります。 

 収益面におきましては、商品カテゴリー戦略を実践することによって売上総利益を確保する一方、店舗においては

働き方改革の推進によって人時効率の改善に取り組みます。 

 以上の結果、次期の業績につきましては、営業収益 億円、営業利益 億円、経常利益 億円、当期純利益

億円を見込んでおります。 

 なお、当事業年度は12ヶ月と８日の変則決算となるため、通期の対前期増減比は記載しておりません。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当事業年度末における総資産は、前事業年度末と比べて 億 百万円増加し、 億 百万円となりました。 

 主な要因は、決算日変更による現金及び預金 億 百万円の増加、中華人民共和国山東省青島市への子会社設立に

よる出資金９億円の増加、及び投資有価証券の時価評価差額 億７百万円の計上によるものです。 

（負債） 

 当事業年度末における負債は、前事業年度末と比べて 億 百万円増加し、 百万円となりました。 

 主な要因は、買掛金の増加 億 百万円及び長期借入金の返済 億 百万円によるものです。  

（純資産） 

 当事業年度末における純資産は、前事業年度末と比べて 億 百万円増加し、 百万円となりました。 

 主な要因は、当期純利益の計上等による利益剰余金の増加によるものです。 

   

②キャッシュ・フローの状況 

（キャッシュ・フロー）  

 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。）の残高は、前事業年度末に比べ 億 百万円

増加し、 百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度に営業活動の結果獲得した資金は 百万円（前事業年度は 百万円の獲得）となりました。 

 主な要因は、税引前当期純利益 百万円、減価償却費 百万円の計上及び仕入債務が 百万円増加し

た一方でたな卸資産が 億 百万円減少したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度に投資活動の結果使用した資金は 百万円（前事業年度は 百万円の使用）となりました。 

 主な要因は、有形固定資産の取得による支出 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） 

 当事業年度に財務活動の結果使用した資金は 百万円（前事業年度は 百万円の使用）となりました。 

 主な要因は、長期借入金の返済及び配当金の支払によるものです。 

  

2,685 70 71 31

59 49 876 73

12 88

30

26 29 458億92

39 15 10 24

33 19 417億81

12 88

44億31

91億27 63億55

44億63 52億27 39億34

15 49

58億71 60億60

49億97

19億67 19億64
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③キャッシュ・フローの指標 

 （注）１．自己資本比率：（（株主資本＋評価・換算差額等）／総資産） 

２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

３．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

４．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 

※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。 

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについてはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社では、株主の皆さまに対する利益還元の充実を経営の重点施策と位置づけ、安定的な配当の実施に努めており

ます。 

 この配当政策の下、株主各位のご支援にお応えすべく、新規出店及び既存店のＳ＆Ｂ（スクラップ＆ビルド）によ

る業容拡大を図るとともに、ローコスト経営による収益力の向上を図ってまいります。 

 配当額につきましては、経営基盤の拡充、将来の事業展開や収益力の向上、財務体質の強化及び業績を総合して決

定をしております。 

 配当回数につきましては、年１回の配当を基本方針としており、これらの配当決定機関は株主総会であります。な

お、当社は、平成24年５月15日の定時株主総会において、定款の一部変更を決議しております。「剰余金の配当等会

社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定め

ることができる。」旨を定め、「期末配当の基準日は、毎年２月末日」とし、「中間配当の基準日は、毎年８月31

日」とする旨の変更を行っております。 

 また、内部留保の使途につきましては、新規出店による事業拠点の拡大や店舗の改廃、合併や提携等による業容の

更なる拡大、管理業務の効率化に向けたＩＴビジネスプロセス改革の関連投資、人材育成等の経営基盤の一層の強化

に向けて有効投資してまいりたいと考えております。 

 なお、当事業年度の期末配当金は、１株当たり35円を予定しております。 

  

(4）事業等のリスク 

 近の有価証券報告書（平成24年５月16日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため開示を省

略しております。  

  
第27期 

平成21年２月期 
第28期

平成22年２月期 
第29期

平成23年２月期 
第30期 

平成24年２月期 
第31期

平成25年２月期 

自己資本比率（％）  45.0  43.3  45.2  47.0  47.6

時価ベースの自己資本比

率（％） 
  47.8  42.7  36.8  37.7  37.2

債務償還年数（年）  0.0  0.4  0.3  0.4  0.2

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ 
 370.2  236.9  134.0  90.3  161.1
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 当社は、イオン株式会社を中心とする企業集団イオングループの中で、スーパーマーケット事業を営む企業群の中

に位置づけられており、チェーンストアとして兵庫・中四国エリア（兵庫県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛

媛県・徳島県）に配置した店舗において、食料品・日用雑貨等の販売を主力とした小売業を営んでおります。 

 当社は、イオンリテール株式会社と不動産賃借取引等を行っており、イオンアイビス株式会社との間で電子計算機

処理や事務処理の業務委託を行っております。  

 また、イオンフードサプライ株式会社及びイオングローバルＳＣＭ株式会社に対して物流業務の委託、イオントッ

プバリュ株式会社からＰＢ商品の供給、イオン商品調達株式会社から商品の一部供給を受けており、クレジット業務

の委託、店舗の維持管理、資材の供給等の取引をイオングループ各社と行っております。 

 当該事業に係る系統図は、次のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況
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（１）会社の経営の基本方針 

 当社は、スーパーマーケット事業を営む小売業であり、チェーンストアとして兵庫・中四国エリア（兵庫県・岡山

県・広島県・山口県・香川県・愛媛県・徳島県）に配置した店舗において、食料品・日用雑貨等を販売しておりま

す。 

 当社の基本理念は、純粋持株会社であるイオン株式会社の基本理念に通じております。一方、経営方針、事業展開

方針については、当社が独立して決定し得る状況にあり、当社の独自性を有しております。 

①経営の基本理念 

 イオンは理念の原点を「お客さま」と位置づけ、お客さまへの貢献を永遠の使命とし、 もお客さま志向に徹する

企業集団であります。 

(a) イオンは、事業の繁栄を通じて、平和を追求し続ける企業集団である。 

(b) イオンは、人間を尊重し、人間的なつながりを重視する企業集団である。 

(c) イオンは、地域のくらしに根ざし、地域社会に貢献し続ける企業集団である。 

②経営方針 

 当社は、「商業を通じて地域社会に奉仕しよう。」の社是のもと、お客さまが求められる良品をお値打ち価格で豊

富に品揃えし、お客さまに楽しくお買物をしていただくことを経営方針としております。 

  

（２）目標とする経営指標 

 当社は、売上高対営業利益率、経常ＲＯＡ（総資産経常利益率）、ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）を経営効率の

重要指標と位置付けております。売上高対営業利益率については３％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。 

 重要指標の達成に向け、商品面、営業面、オペレーション面等あらゆる角度から事業改革に取り組み、収益性の向

上に努めてまいります。 

  

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 当社における中長期的な経営課題は、主に以下の４つです。  

①西日本全体を視野に入れた積極的な営業展開による瀬戸内沿岸部のドミナント化及び県単位でのシェアNO．１の実

現 

②差別化及び価格優位性を可能にする利益構造の構築 

③ローコスト経営の実現 

④人事制度・教育訓練制度の再構築 

 当社は、今後予見される経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するために、既存店活性化の推進及び収益構造の転

換を軸とした事業構造改革の実践、年間二桁の新規出店を目指す成長戦略の実践、及び自立した人材を育成する意識

改革の実践に取り組んでまいります。また、子会社である永旺美思佰楽（青島）商業有限公司により中華人民共和国

山東省青島市での店舗展開を図り、さらなる事業規模の拡大を目指してまいります。 

  

（４）会社の対処すべき課題 

 当社の経営環境は、今後も経済情勢や人口動態の変化に伴い、一層厳しいものとなることが見込まれます。加え

て、お客さまのライフスタイルの変化によって、コンビニエンスストアやドラッグストア等の異業態との競争がさら

に激化することが予想されます。 

 当社は激変する環境変化に適応するために、以下の課題に取り組んでまいります。 

①新規出店及び既存店活性化投資 

 当社は、西日本エリアにおけるシェア拡大のため、積極的な新規出店を行ってまいりました。今後も、より効果的

なエリア戦略に基づき、年間二桁以上の出店を目指します。また、2013年度は、個店単位の競争力を高めるため既存

店の活性化投資を積極的に行い、変化する競争環境及びお客さま志向にお応えできる業態の確立を目指します。一

方、競争力の低下した店舗については、効率的な資産運用、活用方法の総合的検討を行い、より効率的な店舗網の再

構築を図ります。 

②収益性の向上 

 当社は、イオンのスケールメリットを活かした仕入コストの削減、地場市場の開拓、商品ミックスの見直しを行

い、お客さまにとって魅力ある売場づくりを推進いたします。また、商品部門ごとの戦略を明確にし、刺身や惣菜な

ど加工をすることによって付加価値を高められる部門への人材投入を図る一方、価格訴求部門におけるオペレーショ

ンの効率化を図ってまいります。 

３．経営方針

マックスバリュ西日本㈱（8287）平成25年２月期決算短信〔日本基準〕（非連結）

6



③自主自立した人材の育成 

 当社は、‘お客さま視点で「自ら考え」、そして「自ら実行する」組織風土へ’を2013年度のスローガンとして設

定いたしました。激変する経営環境の中にあっては、従来の発想にこだわらず、従業員一人ひとりが自立精神を持っ

て行動することが重要であると考えます。 

 当社は、スーパーマーケットに求められる機能や新たにお客さまへご提供できる価値を常に考え、お客さまのお声

に真摯に耳を傾ける経営を実践してまいります。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年２月20日) 

当事業年度 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,143 4,431

売掛金 497 412

商品 7,588 9,142

貯蔵品 72 68

前払費用 321 703

繰延税金資産 549 598

未収入金 5,050 5,784

その他 660 663

流動資産合計 17,883 21,804

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※  54,263 ※  54,558

減価償却累計額 △24,175 △24,423

建物（純額） 30,088 30,134

構築物 11,481 11,235

減価償却累計額 △6,506 △6,574

構築物（純額） 4,975 4,661

車両運搬具 9 6

減価償却累計額 △9 △5

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 11,343 11,411

減価償却累計額 △7,088 △7,287

工具、器具及び備品（純額） 4,254 4,123

土地 ※  7,436 ※  7,310

リース資産 269 73

減価償却累計額 △73 △73

リース資産（純額） 195 －

建設仮勘定 45 68

有形固定資産合計 46,995 46,299

無形固定資産   

のれん 628 546

ソフトウエア 24 17

電話加入権 24 24

施設利用権 73 68

無形固定資産合計 750 656

投資その他の資産   

投資有価証券 5,164 8,171

関係会社出資金 － 954

長期前払費用 2,095 1,870

繰延税金資産 2,135 1,356

差入保証金 6,690 6,530

その他 18 33

貸倒引当金 △8 △4

投資その他の資産合計 16,094 18,912

固定資産合計 63,840 65,869
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年２月20日) 

当事業年度 
(平成25年２月28日) 

資産合計 81,724 87,673

負債の部   

流動負債   

支払手形 89 108

買掛金 21,372 25,287

1年内返済予定の長期借入金 ※  1,024 ※  1,014

リース債務 25 26

未払金 2,138 2,218

未払費用 2,318 2,197

未払法人税等 1,964 1,662

未払消費税等 456 311

預り金 252 355

賞与引当金 534 286

役員業績報酬引当金 38 9

店舗閉鎖損失引当金 14 29

設備関係支払手形 2,428 2,789

設備関係未払金 26 28

資産除去債務 27 44

その他 102 93

流動負債合計 32,815 36,464

固定負債   

長期借入金 ※  1,764 ※  750

リース債務 181 155

退職給付引当金 389 473

長期預り保証金 5,472 5,319

資産除去債務 2,593 2,695

その他 47 35

固定負債合計 10,447 9,428

負債合計 43,263 45,892

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,667 1,669

資本剰余金   

資本準備金 4,641 4,643

資本剰余金合計 4,641 4,643

利益剰余金   

利益準備金 371 371

その他利益剰余金 29,680 31,037

特別償却積立金 18 13

固定資産圧縮積立金 39 60

別途積立金 22,700 24,700

繰越利益剰余金 6,922 6,263

利益剰余金合計 30,051 31,408

自己株式 △50 △43

株主資本合計 36,310 37,678
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年２月20日) 

当事業年度 
(平成25年２月28日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,077 4,020

評価・換算差額等合計 2,077 4,020

新株予約権 73 82

純資産合計 38,461 41,781

負債純資産合計 81,724 87,673
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成24年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 249,306 258,249

売上原価   

商品期首たな卸高 7,001 7,588

当期商品仕入高 191,079 199,023

合計 198,081 206,612

他勘定振替高 ※1  74 ※1  73

商品期末たな卸高 7,588 9,142

商品売上原価 190,418 197,396

売上総利益 58,888 60,853

その他の営業収入   

不動産賃貸収入 4,584 4,686

販売受入手数料 1,239 1,307

その他の営業収入合計 5,824 5,994

営業総利益 64,712 66,847

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 2,476 2,891

販売諸費 3,033 3,254

給料及び賞与 23,966 25,584

賞与引当金繰入額 534 286

役員業績報酬引当金繰入額 38 9

退職給付費用 516 548

福利厚生費 2,483 2,676

水道光熱費 4,213 4,484

地代家賃 7,007 7,473

器具備品賃借料 471 259

修繕維持費 3,290 3,494

減価償却費 5,054 5,220

事務委託手数料 1,592 1,604

その他 2,860 3,488

販売費及び一般管理費合計 57,539 61,277

営業利益 7,173 5,570

営業外収益   

受取利息 13 12

受取配当金 159 159

債務勘定整理益 51 53

違約金収入 40 －

その他 53 85

営業外収益合計 318 311

営業外費用   

支払利息 84 69

租税公課 － 13

遊休店舗地代 18 18

その他 16 18

営業外費用合計 118 120

経常利益 7,373 5,761
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成24年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成25年２月28日) 

特別利益   

収用補償金 5 －

特別利益合計 5 －

特別損失   

固定資産除売却損 ※2  37 ※2  85

減損損失 ※3  1,815 ※3  1,035

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,246 －

その他 425 176

特別損失合計 3,524 1,297

税引前当期純利益 3,853 4,463

法人税、住民税及び事業税 3,129 2,524

法人税等調整額 △743 △333

法人税等合計 2,385 2,190

当期純利益 1,468 2,273
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成24年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成25年２月28日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,667 1,667

当期変動額   

新株の発行 － 2

当期変動額合計 － 2

当期末残高 1,667 1,669

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 4,641 4,641

当期変動額   

新株の発行 － 2

当期変動額合計 － 2

当期末残高 4,641 4,643

資本剰余金合計   

当期首残高 4,641 4,641

当期変動額   

新株の発行 － 2

当期変動額合計 － 2

当期末残高 4,641 4,643

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 371 371

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 371 371

その他利益剰余金   

特別償却積立金   

当期首残高 20 18

当期変動額   

特別償却積立金の積立 1 －

特別償却積立金の取崩 △4 △4

当期変動額合計 △2 △4

当期末残高 18 13

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 36 39

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 3 20

当期変動額合計 3 20

当期末残高 39 60

別途積立金   

当期首残高 20,700 22,700

当期変動額   

その他剰余金の処分 2,000 2,000
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成24年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成25年２月28日) 

当期変動額合計 2,000 2,000

当期末残高 22,700 24,700

繰越利益剰余金   

当期首残高 8,369 6,922

当期変動額   

剰余金の配当 △915 △915

特別償却積立金の積立 △1 －

特別償却積立金の取崩 4 4

固定資産圧縮積立金の積立 △3 △20

その他剰余金の処分 △2,000 △2,000

当期純利益 1,468 2,273

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 △1,447 △658

当期末残高 6,922 6,263

利益剰余金合計   

当期首残高 29,498 30,051

当期変動額   

剰余金の配当 △915 △915

特別償却積立金の積立 － －

特別償却積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の積立 － －

その他剰余金の処分 － －

当期純利益 1,468 2,273

自己株式の処分 － △1

当期変動額合計 553 1,356

当期末残高 30,051 31,408

自己株式   

当期首残高 △49 △50

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 7

当期変動額合計 △0 7

当期末残高 △50 △43

株主資本合計   

当期首残高 35,758 36,310

当期変動額   

新株の発行 － 4

剰余金の配当 △915 △915

当期純利益 1,468 2,273

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 6

当期変動額合計 552 1,368

当期末残高 36,310 37,678
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成24年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成25年２月28日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 2,098 2,077

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21 1,943

当期変動額合計 △21 1,943

当期末残高 2,077 4,020

評価・換算差額等合計   

当期首残高 2,098 2,077

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21 1,943

当期変動額合計 △21 1,943

当期末残高 2,077 4,020

新株予約権   

当期首残高 57 73

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 8

当期変動額合計 16 8

当期末残高 73 82

純資産合計   

当期首残高 37,913 38,461

当期変動額   

新株の発行 － 4

剰余金の配当 △915 △915

当期純利益 1,468 2,273

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 6

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4 1,951

当期変動額合計 547 3,319

当期末残高 38,461 41,781
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成24年２月20日) 

当事業年度 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成25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 3,853 4,463

減価償却費 5,061 5,227

減損損失 1,815 1,035

投資有価証券評価損益（△は益） 147 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 103 84

賞与引当金の増減額（△は減少） △136 △247

受取利息及び受取配当金 △172 △171

支払利息 84 69

固定資産除売却損益（△は益） 37 85

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 14 15

役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) △31 △28

売上債権の増減額（△は増加） 35 84

たな卸資産の増減額（△は増加） △605 △1,549

未収入金の増減額（△は増加） 1,387 △733

仕入債務の増減額（△は減少） △2,329 3,934

未払金の増減額（△は減少） △3 82

未払消費税等の増減額（△は減少） △441 △145

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,246 －

その他 △141 △355

小計 9,926 11,851

利息及び配当金の受取額 162 161

利息の支払額 △70 △56

法人税等の支払額 △3,662 △2,829

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,355 9,127

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 △5,996 △4,997

有形固定資産の売却による収入 11 176

無形固定資産の取得による支出 △17 △5

差入保証金の差入による支出 △122 △124

差入保証金の回収による収入 312 300

預り保証金の返還による支出 △258 △262

預り保証金の受入による収入 162 85

出資金の払込による支出 － △954

その他 △152 △89

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,060 △5,871

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 △1,024 △1,024

配当金の支払額 △915 △917

その他 △24 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,964 △1,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,669 1,288

現金及び現金同等物の期首残高 4,813 3,143

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,143 ※1  4,431
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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
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１．有価証券の評価基準及び評価方法 

（1）その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算日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．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

（1）商品 

 売価還元平均原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

（2）貯蔵品 

 終仕入原価法 

  

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 

 各資産別の経済的耐用年数として以下の年数を採用しております。 

 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 

 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）  

 定額法 

（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によっております。 

 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平成21年２月20日以前の  

 所有権移転外ファイナンス・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 

 契約期間等に応じた均等償却 

  

４．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 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ヵ月以内に償還期限が到来する短期投資からなっております。 

  

５．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産

更生債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

（2）賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に備え、支給見込額のうち当事業年度に負担する金額を計上しております。 

（3）役員業績報酬引当金 

 役員に対して支給する業績報酬の支出に備えるため、支給見込額の当事業年度に負担すべき金額を計上

しております。 

（4）店舗閉鎖損失引当金 

 店舗閉鎖に伴い発生する損失に備え、店舗閉鎖により合理的に見込まれる中途解約違約金等の閉鎖関連

損失見込額を計上しております。 

(6)重要な会計方針
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（5）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産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、各事業年度の発生時における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事業年度から費用処理すること

にしております。 

 過去勤務債務は、その発生年度において一括費用処理しております。 

  

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（1）消費税等の会計処理 

 税抜処理を採用しております。 

（2）決算期変更に関する事項 

 当社は、決算日を毎年２月20日としておりましたが、当社の親会社であるイオン株式会社の事業年度の

末日が２月末日であることを踏まえ、同社と事業年度を一致させることによって、より効率的な業務執行

を行うため、平成24年５月15日開催の定時株主総会の決議に基づき、決算日を２月末日に変更しておりま

す。 

 当該変更に伴い、決算期変更の経過期間となる当事業年度の期間は、平成24年２月21日から平成25年２

月28日までの12ヶ月と８日間となっております。 

  

   

(7)追加情報

当事業年度
（自 平成24年２月21日 

  至 平成25年２月28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） 

 当事業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。 
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※ 担保提供資産 

  

上記に対する債務 

  

(8)財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

  
前事業年度

（平成24年２月20日） 
当事業年度 

（平成25年２月28日） 

建物 百万円 70 百万円 67

土地  470  470

計  540  537

  
前事業年度

（平成24年２月20日） 
当事業年度 

（平成25年２月28日） 

長期借入金 百万円 38 百万円 14

(１年以内の返済予定分を含む)     
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※１ 他勘定振替高の主な内容 

  

※２ 固定資産除売却損益の主な内容 

 固定資産除売却損益は、店舗改装・閉鎖等によるものであり、内訳は次のとおりであります。 

  

  

※３ 減損損失 

前事業年度（自 平成23年２月21日 至 平成24年２月20日） 

 当事業年度において以下の資産グループについて減損損失 百万円を計上しております。 

(1)減損損失を認識した資産グループの概要 

(2)減損損失の認識に至った経緯 

 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、閉店等の決議による店舗の資産グループ及び市場価格が著しく下落した資産につい

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。 

(3)減損損失の金額 

(4)資産のグルーピングの方法 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位として、主として店舗を基本単位としてグルー

ピングしております。 

(5)回収可能価額の算定方法 

 当資産グループの回収可能価額のうち正味売却価額は、主として固定資産税評価額により算定し

ており、使用価値については将来キャッシュ・フローを ％で割り引いて算定しております。 

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成23年２月21日 
至 平成24年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成24年２月21日 
至 平成25年２月28日） 

販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 

事務用消耗品費等振替高 百万円 74 事務用消耗品費等振替高 百万円 73

前事業年度 
（自 平成23年２月21日 
至 平成24年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成24年２月21日 
至 平成25年２月28日） 

建物 百万円 23   百万円 79

構築物  5    2

器具備品  5    0

土地  －    3

その他  3    0

1,815

（単位：百万円）

地域 用途 種類 件数 金額 

兵庫県  店舗その他 建物等 6 941

岡山県 店舗その他 建物等 1 65

山口県 店舗その他 土地及び建物等 5 808

 合 計 12 1,815

  （単位：百万円） 

種類 金額 

 土地 10

 建物 1,281

 リース資産 13

 その他 509

 合計 1,815

3.2
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当事業年度（自 平成24年２月21日 至 平成25年２月28日） 

 当事業年度において以下の資産グループについて減損損失 百万円を計上しております。 

(1)減損損失を認識した資産グループの概要 

(2)減損損失の認識に至った経緯 

 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、閉店等の決議による店舗の資産グループ及び市場価格が著しく下落した資産につい

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。 

(3)減損損失の金額 

(4)資産のグルーピングの方法 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位として、主として店舗を基本単位としてグルー

ピングしております。 

(5)回収可能価額の算定方法 

 当資産グループの回収可能価額のうち正味売却価額は、主として固定資産税評価額により算定し

ており、使用価値については将来キャッシュ・フローを ％で割り引いて算定しております。 

  

1,035

（単位：百万円）

地域 用途 種類 件数 金額 

広島県  店舗その他 建物等 2 77

兵庫県 店舗その他 建物等 4 308

岡山県 店舗その他 建物等 1 19

山口県 店舗その他 建物等 1 385

香川県 店舗その他 建物等 2 244

 合 計 10 1,035

  （単位：百万円） 

種類 金額 

 建物 587

 リース資産 195

 その他 253

 合計 1,035

3.6
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前事業年度（自 平成23年２月21日 至 平成24年２月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加 株は、単元未満株式の買取りによるものです。 

      

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（株主資本等変動計算書関係）

  
当事業年度期首株
式数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  26,192,409  －  －  26,192,409

合計  26,192,409  －  －  26,192,409

自己株式         

普通株式  40,786  819  －  41,605

合計  40,786  819  －  41,605

819

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高 
（百万円）

当事業年度
期首 

当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

提出会社 
ストック・オプションと

しての新株予約権 
－  －  －  －  －  73

合計 －  －  －  －  －  73

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成23年５月12日 

定時株主総会 
普通株式  915  35.00 平成23年２月20日 平成23年５月13日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成24年５月15日 

定時株主総会 
普通株式  915 利益剰余金  35.00 平成24年２月20日 平成24年５月16日
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当事業年度（自 平成24年２月21日 至 平成25年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）１．普通株式の発行済株式数の増加 株は、新株予約権行使による新株発行による増加であります。 

     ２．普通株式の自己株式の株式数の増加 株は、単元未満株式の買取りによるものです。 

     ３．普通株式の自己株式の株式数の減少 株は、新株予約権行使による自己株式の充当による減少でありま

       す。 

      

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

  
当事業年度期首株
式数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式         

普通株式  26,192,409  4,000  －  26,196,409

合計  26,192,409  4,000  －  26,196,409

自己株式         

普通株式  41,605  379  6,500  35,484

合計  41,605  379  6,500  35,484

4,000

379

6,500

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高 
（百万円）

当事業年度
期首 

当事業年度
増加 

当事業年度
減少 

当事業年度
末 

提出会社 
ストック・オプションと

しての新株予約権 
－  －  －  －  －  82

合計 －  －  －  －  －  82

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成24年５月15日 

定時株主総会 
普通株式  915  35.00 平成24年２月20日 平成24年５月16日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成25年５月22日 

定時株主総会 
普通株式  915 利益剰余金  35.00 平成25年２月28日 平成25年５月23日
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※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 

  

 ２ 重要な非資金取引の内容 

新たに計上した重要な資産除去債務の額 

  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

 
前事業年度

（自 平成23年２月21日 
至 平成24年２月20日） 

当事業年度
（自 平成24年２月21日 
至 平成25年２月28日） 

現金及び預金期末残高 百万円 3,143 百万円 4,431

現金及び現金同等物の期末残高  3,143  4,431

 
前事業年度

（自 平成23年２月21日 
至 平成24年２月20日） 

当事業年度
（自 平成24年２月21日 
至 平成25年２月28日） 

重要な資産除去債務の額 百万円 2,621 百万円 99
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（借主側） 

１．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 リース資産の内容 

  有形固定資産 

店舗における建物及び器具・備品であります。 

  

  リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 

  

 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平成21年２月20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。 

  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

  

  
  

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  

（リース取引関係）

  （単位：百万円）

  
前事業年度（平成24年２月20日）

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額 期末残高相当額

建物  542  240  －  301

車両運搬具  31  24  －  7

工具、器具及び備品  844  700  75  67

合計  1,418  965  75  377

  （単位：百万円）

  
当事業年度（平成25年２月28日）

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額 期末残高相当額

建物  542  267  －  274

車両運搬具  9  8  －  1

工具、器具及び備品  －  －  －  －

合計  552  276  －  275

  （単位：百万円）

  
前事業年度

（平成24年２月20日） 
当事業年度 

（平成25年２月28日） 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内  101  26

１年超  348  319

合計  449  345
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(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

  

２．オペレーティング・リース取引 

（賃借物件） 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料  

  

  （単位：百万円）

  
前事業年度

（自 平成23年２月21日 
至 平成24年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成24年２月21日 
至 平成25年２月28日） 

支払リース料  354  103

リース資産減損勘定の取崩高  38  2

減価償却費相当額  306  101

支払利息相当額  31  26

減損損失  13  －

  （単位：百万円）

  
前事業年度

（平成24年２月20日） 
当事業年度 

（平成25年２月28日） 

１年内  2,854  2,993

１年超  18,600  18,238

合計  21,454  21,231
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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、銀行借入等による間接金融からの借入により資金調達しております。    

  

(2）金融商品の内容及びそのリスク 

 投資有価証券は主として業務上の関係を有する会社の株式であり、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。 

 営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。 

 長期借入金は設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流

動性リスクを内包しておりますが、返済時期又は償還時期を分散させることにより流動性リスクの回避を

図っております。  

  

(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、売掛金等の営業債権について、営業部門及び経理財務部門が取引先の状況を定期的にモニタリ

ングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による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。 

 投資有価証券のうち、時価のある株式については四半期ごとに時価の把握を行い、時価のない株式等に

ついては定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。 

 差入保証金の一部については、抵当権、質権を設定するなど保全措置を講じております。 

②市場リスクの管理  

 投資有価証券等については、市場動向、時価及び発行体（取引先企業）の財務状況等を定期的にモニタ

リングしております。 

③資金調達に係る流動性リスクの管理  

 当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が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 

 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含まれておりません（（注）２．参照）。 

  

前事業年度（平成24年２月20日） 

(*)当社は、デリバティブ取引を行っておりません。 

  

当事業年度（平成25年２月28日） 

(*)当社は、デリバティブ取引を行っておりません。 

  

 （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 

 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。 

  
貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金  3,143  3,143  －

(2）未収入金  5,050  5,050  －

(3）投資有価証券  5,058  5,058  －

(4）差入保証金（１年以内に回収予定の差入

保証金を含む） 
 6,663  6,006  △656

資産計  19,915  19,259  △656

(1）買掛金  21,372  21,372  －

(2）設備関係支払手形  2,428  2,428  －

(3）長期借入金（１年以内に返済予定の長期

借入金を含む） 
 2,788  2,797  9

(4）長期預り保証金（１年以内に返済予定の

預り保証金を含む） 
 5,430  5,148  △282

負債計  32,019  31,746  △272

  
貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金  4,431  4,431  －

(2）未収入金  5,784  5,784  －

(3）投資有価証券  8,094  8,094  －

(4）差入保証金（１年以内に回収予定の差入

保証金を含む） 
 6,495  5,997  △497

資産計  24,805  24,307  △497

(1）買掛金  25,287  25,287  －

(2）設備関係支払手形  2,789  2,789  －

(3）長期借入金（１年以内に返済予定の長期

借入金を含む） 
 1,764  1,767  3

(4）長期預り保証金（１年以内に返済予定の

預り保証金を含む） 
 5,278  5,110  △167

負債計  35,119  34,955  △164
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(3)投資有価証券  

 投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券

に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。 

(4)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 

 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。 

(2)設備関係支払手形 

 設備関係支払手形の時価については、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)長期借入金  

 長期借入金の時価については、元利金の合計額をリスクフリー・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。 

(4)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・レート等で割り引いた現在価値により算定しております。 

  

 （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 

上記については、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、時価開示の

対象としておりません。 

  

 （注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

前事業年度（平成24年２月20日） 

(*)差入保証金については、償還予定が確定しているもののみ記載しており、償還期日を明確に把握できな

いもの（ 百万円）については、償還予定額には含めておりません。 

  

  （単位：百万円）

区分 
前事業年度

（平成24年２月20日） 
当事業年度 

（平成25年２月28日） 

非上場株式  105  77

関係会社出資金  －  954

合計  105  1,032

  
１年以内
（百万円） 

１年超
５年以内 
（百万円） 

５年超 
10年以内 
（百万円） 

10年超
（百万円） 

現金及び預金  3,143  －  －  －

未収入金  5,050  －  －  －

差入保証金(*)  164  477  282  202

合計  8,358  477  282  202

5,536
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当事業年度（平成25年２月28日） 

(*)差入保証金については、償還予定が確定しているもののみ記載しており、償還期日を明確に把握できな

いもの（ 百万円）については、償還予定額には含めておりません。 

  

 （注４）長期借入金の決算日後の返済予定額 

前事業年度（平成24年２月20日） 

  

当事業年度（平成25年２月28日） 

  
１年以内
（百万円） 

１年超
５年以内 
（百万円） 

５年超 
10年以内 
（百万円） 

10年超
（百万円） 

現金及び預金  4,431  －  －  －

未収入金  5,784  －  －  －

差入保証金(*)  158  400  235  170

合計  10,373  400  235  170

5,529

  
１年以内  

（百万円） 

１年超 

２年以内  

（百万円） 

３年超 

４年以内 

（百万円） 

４年超 

５年以内  

（百万円） 

長期借入金  1,024  1,014  750 － 

合計  1,024  1,014  750 － 

  
１年以内  

（百万円） 

１年超 

２年以内  

（百万円） 

３年超 

４年以内 

（百万円） 

４年超 

５年以内  

（百万円） 

長期借入金  1,014  750 － － 

合計  1,014  750 － － 
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前事業年度 

１．その他有価証券（平成24年２月20日） 

（注） 非上場株式（貸借対照表計上額105百万円）については、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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。  

  

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成23年２月21日 至 平成24年２月20日） 

  該当事項はありません。 

  

３．減損処理を行った有価証券  

   当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について147百万円の減損処理を行っておりま

す。 

  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

 理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

 を行っております。 

  

当事業年度 

１．その他有価証券（平成25年２月28日） 

（注） 非上場株式（貸借対照表計上額77百万円）については、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、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 
貸借対照表計上額

（百万円） 
取得原価 
（百万円） 

差額（百万円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1）株式  4,703  1,464  3,238

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  4,703  1,464  3,238

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1）株式  355  378  △23

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  355  378  △23

合計  5,058  1,842  3,215

  種類 
貸借対照表計上額

（百万円） 
取得原価 
（百万円） 

差額（百万円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1）株式  8,094  1,870  6,223

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  8,094  1,870  6,223

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  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

合計  8,094  1,870  6,223
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２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成24年２月21日 至 平成25年２月28日） 

  該当事項はありません。  

マックスバリュ西日本㈱（8287）平成25年２月期決算短信〔日本基準〕（非連結）

33



前事業年度（自 平成23年２月21日 至 平成24年２月20日） 

 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成24年２月21日 至 平成25年２月28日） 

 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

  

（デリバティブ取引関係）
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社はイオン株式会社及び同社の主要国内関係会社で設立している確定給付型のイオン企業年金基金並び

に確定拠出年金制度及び退職金前払制度を採用しております。  

  

２．退職給付債務に関する事項 

  

３．退職給付費用に関する事項 

（注）その他は、確定拠出年金の掛金支払額及び退職金前払制度による従業員に対する前払退職金支給額であります。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（退職給付関係）

  
前事業年度

（平成24年２月20日） 
当事業年度 

（平成25年２月28日） 

  

(1）退職給付債務（百万円） 

(2）年金資産（百万円） 

(3）未積立退職給付債務（百万円） 

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） 

(5）退職給付引当金（百万円） 

 △3,499

 2,403

 △1,096

 706

 △389

  △3,552

  2,635

  △916

  443

  △473

  
前事業年度

（自 平成23年２月21日 
至 平成24年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成24年２月21日 
至 平成25年２月28日） 

退職給付費用 

(1）勤務費用（百万円） 

(2）利息費用（百万円） 

(3）期待運用収益（減算）（百万円） 

(4）数理計算上の差異費用処理額（百万円）

(5）その他（百万円）（注）

(6）退職給付費用（百万円）

  

 109

 72

△27

 146

 216

 516

  

  125

  66

  △31

  160

  228

  548

  
前事業年度

（平成24年２月20日） 
当事業年度 

（平成25年２月28日） 

(1）割引率（％）  1.9   1.9

(2）期待運用収益率（％）  1.21   1.33

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4）数理計算上の差異の処理年数 発生翌期より 年  10 発生翌期より 年  10
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(1)ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名 

  

(2)ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 ①ストック・オプションの内容  

  （注）株式数に換算して記載しております。 

  

(3)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ①ストック・オプションの数 

（ストック・オプション等関係）

  （単位：百万円）

  
前事業年度

（自 平成23年２月21日 
至 平成24年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成24年２月21日 
至 平成25年２月28日） 

販売費及び一般管理費  11  8

  
第１回株式報酬型 

ストック 
・オプション  

第２回株式報酬型
ストック 

・オプション 

第３回株式報酬型
ストック 

・オプション 

第４回株式報酬型 
ストック 

・オプション 

第５回株式報酬型
ストック 

・オプション 

付与対象者の 

区分及び人数 

当社取締役 

11名 

当社取締役  

11名 

当社取締役  

９名 

当社取締役  

10名 

当社取締役  

11名 

株式の種類別の 

ストック・ 

オプションの数

（注） 

普通株式  

24,900株 

普通株式  

21,800株 

普通株式  

18,100株 

普通株式  

18,500株 

普通株式  

20,600株 

付与日 平成20年４月21日 平成21年４月21日 平成22年４月21日 平成23年４月21日 平成24年４月21日 

権利確定条件 ――― ――― ――― ――― ――― 

対象勤務期間 
定めて 

おりません。 

定めて 

おりません。 

定めて 

おりません。 

定めて 

おりません。 

定めて 

おりません。 

権利行使期間 
自 平成20年５月21日 

至 平成35年５月20日 

自 平成21年５月21日 

至 平成36年５月20日 

自 平成22年５月21日 

至 平成37年５月20日 

自 平成23年５月21日 

至 平成38年５月20日 

自 平成24年５月21日 

至 平成39年５月20日 

    
第１回株式報酬型 

ストック 
・オプション 

第２回株式報酬型
ストック 

・オプション 

第３回株式報酬型
ストック 

・オプション 

第４回株式報酬型 
ストック 

・オプション 

第５回株式報酬型
ストック 

・オプション 

権利確定前 （株）      

前事業年度末    －  －  －  －  －

付与    －  －  －  －  20,600

失効    －  －  －  －  －

権利確定    －  －  －  －  20,600

未確定残    －  －  －  －  －

権利確定後 （株）      

前事業年度末    16,800  20,300  18,100  18,500  －

権利確定    －  －  －  －  20,600

権利行使    3,000  3,500  2,000  2,000  －

失効    －  －  －  －  －

未行使残    13,800  16,800  16,100  16,500  20,600
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 ②単価情報 

  

 (4)ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  当事業年度において付与された平成24年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の 

 とおりであります。 

（注）１．予想残存期間と同期間の過去株価実績に基づき算定しております。 

２．権利行使期間の中間点において行使されたものとして算定しております。 

３．配当実績に基づき算定しております。 

４．平成24年４月21日付発表の国債利回りデータより算出しております。 

  

(5)ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

   基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して   

  おります。 

    
第１回株式報酬型 

ストック 
・オプション 

第２回株式報酬型
ストック 

・オプション 

第３回株式報酬型
ストック 

・オプション 

第４回株式報酬型 
ストック 

・オプション 

第５回株式報酬型
ストック 

・オプション 

権利行使価格 （円）  1  1  1  1  1

行使時平均株価 （円）  1,500  1,744  2,000  2,000  －

付与日における

公正な評価単価 
（円）  1,020  975  1,114  893  935

    
第５回株式報酬型

ストック・オプション 

使用した評価技法    ブラック・ショールズ式 

株価変動性 （注）１ ％ 20.13

予想残存期間 （注）２ ７年６ヵ月 

予想配当 （注）３  35円／株 

無リスク利子率 （注）４ ％ 0.62
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

  

（税効果会計関係）

  
前事業年度

（平成24年２月20日） 
 

当事業年度
（平成25年２月28日） 

繰延税金資産 百万円  百万円

①流動の部   

広告宣伝費  －    197

未払事業税  155    123

賞与引当金  215    108

資産除去債務  14    11

その他  164    157

繰延税金資産合計  549    598

②固定の部       

有形固定資産  3,197    3,417

資産除去債務  933    982

長期前払費用  434    472

退職給付引当金  137    167

その他  181    172

繰延税金資産小計  4,884    5,212

評価性引当額  △1,092    △1,131

繰延税金資産合計  3,791    4,080

繰延税金負債       

その他有価証券評価差額金  1,138    2,203

資産除去費用  435    434

特別償却積立金等  82    87

繰延税金負債合計  1,656    2,724

繰延税金資産の純額  2,135    1,356

  
前事業年度

（平成24年２月20日） 
 

当事業年度
（平成25年２月28日） 

法定実効税率 ％ 40.4   ％ 40.4

（調整）   

受取配当金等一時差異でない項目  △0.8    △0.7

寄附金  －    0.3

役員賞与  0.4    0.3

住民税均等割  5.3    5.3

税率変更  12.0    1.7

評価性引当額  3.0    0.5

その他  1.7    1.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率  62.0    49.1
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前事業年度（自 平成23年２月21日 至 平成24年２月20日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成24年２月21日 至 平成25年２月28日） 

 該当事項はありません。 

  

（持分法損益等）
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資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

１．当該資産除去債務の概要 

 当社は、主として、店舗の建設に当たり、不動産賃借契約に付されている土地の更地返還義務及び建物

原状回復義務に関して資産除去債務を計上しております。 

  

２．当該資産除去債務の金額の算定方法 

 使用見込期間を取得から主として20年と見積り、割引率は1.7％を～2.0％使用して資産除去債務の金額

を計算しております。 

  

３．当該資産除去債務の総額の増減 

（注） 前事業年度の「期首残高」は「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号 平成20年３月31日）を適用したことによる期首時点における残高であります。 

  

（資産除去債務関係）

  
前事業年度

（自 平成23年２月21日 
至 平成24年２月20日） 

当事業年度
（自 平成24年２月21日 
至 平成25年２月28日） 

期首残高（注） 百万円 2,493 百万円 2,621

有形固定資産の取得に伴う増加額  79  99

時の経過による調整額  45  51

資産除去債務の履行による減少額  △1  △31

その他増減額（△は減少）  3  －

期末残高  2,621  2,739
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 当社は、兵庫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商業施設等を所有しておりま

す。 

 これら、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。 

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価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．期中増減額のうち、前事業年度の主な増加額は新店開設等によるもの 百万円、及び「資産除去債務に関

する会計基準」の適用による計上額 百万円であり、主な減少額は減価償却費 百万円等によるものであ

ります。また、当事業年度の主な増加額は新店開設等 百万円によるものであり、主な減少額は減価償却

費 百万円等によるものであります。 

   ３．期末の時価は、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損益は、次のとおりであります。 

   （注） 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。 

  

（賃貸等不動産関係）

  （単位：百万円）

  
前事業年度

（自 平成23年２月21日 
至 平成24年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成24年２月21日 
至 平成25年２月28日） 

貸借対照表計上額   

  期首残高  11,164  11,690

  期中増減額  526  △1,437

  期末残高  11,690  10,253

期末時価  15,941  15,860

607

659 917

402

1,477

  （単位：百万円）

  
前事業年度

（自 平成23年２月21日 
至 平成24年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成24年２月21日 
至 平成25年２月28日） 

賃貸収益  3,943  4,112

賃貸費用  2,632  2,607

差額   1,311  1,504

その他損益    △611  △12
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当事業年度（自 平成24年２月21日 至 平成25年２月28日） 

 当社は食料品及び日用雑貨等の販売を主力としたスーパーマーケットの運営及びその付随業務の単一セグメ

ントであるため、記載を省略しております。 

  

（セグメント情報等）
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前事業年度（自 平成23年２月21日 至 平成24年２月20日） 

１．関連当事者との取引  

(1）親会社及び法人主要株主等 

  親会社及び法人主要株主等との取引については、開示の必要なものがないため、記載を省略しております。

  

(2）役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

(3）子会社等 

  該当事項はありません。  

(4）兄弟会社等   

 （注）取引条件ないし取引条件の決定方針等  

     １．商品の仕入価格、代金決済方法等については、市場価格、総原価、業界の商慣習等を考慮し、交渉のう 

       え一般取引条件と同様に決定しております。 

 ２．取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記  

(1）親会社情報 

  イオン株式会社（東京証券取引所に上場） 

  

(2）重要な関連会社の要約財務情報 

  該当事項はありません。   

  

（関連当事者情報）

属性 

会社等の 

名称又は

氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
（百万円） 

事業の
内容又
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関連当事者との

関係 
取引の内容

取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

親会社の

子会社 

イオンク

レジット

サービス

㈱ 

千葉市 

美浜区 
 15,466

金融サー

ビス業 

(所有割合)
直接 1.68 

  
(被所有割合)
直接 0.90 

クレジットの

業務委託及び

電子マネーの

業務委託   

クレジット

売上 
 38,445

クレジッ
ト未収入
金  

1,636

電子マネー

売上 
 26,459

電子マネ
ー未収入
金  

1,403

親会社の

子会社 

イオンフ

ードサプ

ライ㈱ 

千葉県 

船橋市 
 260

食品の製

造加工及

び配送 

(被所有割合)
直接 0.91 

商品仕入   
商品仕入

（注）１ 
 19,491 買掛金 1,627

親会社の

子会社 

イオント

ップバリ

ュ㈱ 

千葉市 

美浜区 
 342

商品企画・

開発・販売

促進 

－ 商品仕入   
商品仕入

（注）１ 
 12,606 買掛金 1,390

親会社の

子会社 

イオン商

品調達㈱ 

千葉市 

美浜区 
 10 卸売業 － 商品仕入   

商品仕入

（注）１ 
 11,227 買掛金 921
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当事業年度（自 平成24年２月21日 至 平成25年２月28日） 

１．関連当事者との取引  

(1）親会社及び法人主要株主等 

  親会社及び法人主要株主等との取引については、開示の必要なものがないため、記載を省略しております。

  

(2）役員及び個人主要株主等 

 該当事項はありません。 

(3）子会社等 

  該当事項はありません。  

(4）兄弟会社等   

 （注）取引条件ないし取引条件の決定方針等  

     １．商品の仕入価格、代金決済方法等については、市場価格、総原価、業界の商慣習等を考慮し、交渉のう 

       え一般取引条件と同様に決定しております。 

 ２．取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記  

(1）親会社情報 

  イオン株式会社（東京証券取引所に上場） 

  

(2）重要な関連会社の要約財務情報 

  該当事項はありません。 

  

属性 

会社等の 

名称又は

氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
（百万円） 

事業の
内容又
は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 
（％） 

関連当事者との

関係 
取引の内容

取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

親会社の

子会社 

イオンク

レジット

サービス

㈱ 

千葉市 

美浜区 
 15,466

金融サー

ビス業 

(所有割合)
直接 1.68 

  
(被所有割合)
直接 0.90 

クレジットの

業務委託及び

電子マネーの

業務委託   

クレジット

売上 
 41,425

クレジッ
ト未収入
金  

2,456

電子マネー

売上 
 25,171

電子マネ
ー未収入
金  

1,128

親会社の

子会社 

イオンフ

ードサプ

ライ㈱ 

千葉県 

船橋市 
 260

食品の製

造加工及

び配送 

(被所有割合)
直接 0.91 

商品仕入   
商品仕入

（注）１ 
 18,202 買掛金 1,822

親会社の

子会社 

イオント

ップバリ

ュ㈱ 

千葉市 

美浜区 
 342

商品企画・

開発・販売

促進 

－ 商品仕入   
商品仕入

（注）１ 
 16,280 買掛金 1,828

親会社の

子会社 

イオン商

品調達㈱ 

千葉市 

美浜区 
 10 卸売業 － 商品仕入   

商品仕入

（注）１ 
 11,788 買掛金 1,325
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 （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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

項目 
前事業年度

（自 平成23年２月21日 
至 平成24年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成24年２月21日 
至 平成25年２月28日） 

１株当たり純資産額 円 銭 1,467 94 円 銭 1,593 94

１株当たり当期純利益金額 円 銭 56 15 円 銭 86 93

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円00銭  56 円 銭  86 63

項目 
前事業年度末

（平成24年２月20日） 
当事業年度末

（平成25年２月28日） 

 純資産の部の合計額（百万円）  38,461  41,781

 純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 73  82

 普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  38,387  41,698

 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） 

 26,150  26,160

  
前事業年度

（自 平成23年２月21日 
至 平成24年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成24年２月21日 
至 平成25年２月28日） 

１株当たり当期純利益金額     

 当期純利益（百万円）  1,468  2,273

 普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

 普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,468  2,273

 普通株式の期中平均株式数（千株）  26,150  26,151

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

 普通株式増加数（千株）  70  90
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(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 

販売実績 

①販売実績の部門別状況 

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５．その他

区分 

前事業年度
（自 平成23年２月21日 
至 平成24年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成24年２月21日 
至 平成25年２月28日） 

金額（百万円） 構成比率（％） 金額（百万円） 構成比率（％）

加工食品  59,594  23.9  61,853  24.0

酒類  19,826  8.0  20,452  7.9

日配食品  23,149  9.3  23,251  9.0

乳製品・冷蔵飲料  18,959  7.6  19,671  7.6

冷凍食品  7,490  3.0  8,412  3.3

寿司・弁当・惣菜  20,750  8.3  21,753  8.4

パン・生菓子  13,955  5.6  14,246  5.5

農産品  25,503  10.2  26,784  10.4

水産品  19,139  7.7  19,290  7.5

畜産品  21,125  8.5  21,265  8.2

食品部門計  229,493  92.1  236,981  91.8

日用雑貨  10,124  4.1  10,256  4.0

化粧・薬品  2,795  1.1  3,166  1.2

スポーツ・園芸・ペット等  2,858  1.1  3,281  1.3

衣料品  3,452  1.4  3,972  1.5

その他非食品  580  0.2  591  0.2

非食品部門計  19,813  7.9  21,268  8.2

合計  249,306  100.0  258,249  100.0
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②販売実績の地域別状況 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

地域 

前事業年度
（自 平成23年２月21日 
至 平成24年２月20日） 

当事業年度 
（自 平成24年２月21日 
至 平成25年２月28日） 

売上高 
（百万円） 

構成比
（％） 

期末店舗数
（店） 

売上高
（百万円） 

構成比 
（％） 

期末店舗数
（店） 

兵庫県  109,191  43.8  86  112,473  43.5  89

岡山県  21,391  8.6  11  23,602  9.1  11

広島県  49,342  19.8  24  51,084  19.8  25

山口県  48,685    19.5  35  48,959    19.0  34

香川県  10,071  4.0  6  10,844  4.2  6

愛媛県  5,723  2.3  4  6,213  2.4  4

徳島県  4,900  2.0  2  5,071  2.0  2

合計  249,306  100.0  168  258,249  100.0  171
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