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 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

    ２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

    ３．第30期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。 

    ４．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。 

    ５．四半期財務諸表等規則第４条の２第２項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。  

       

 当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会

社についても異動はありません。  

   

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第30期

第１四半期 
累計期間 

第31期
第１四半期 
累計期間 

第30期

会計期間
自平成23年２月21日
至平成23年５月20日 

自平成24年２月21日 
至平成24年５月20日 

自平成23年２月21日
至平成24年２月20日 

売上高（百万円） 58,971  60,712  249,306

経常利益（百万円） 1,165  860  7,373

四半期（当期）純利益又は四半期純損失（△）

（百万円） 
 △288  442  1,468

持分法を適用した場合の投資利益（百万円）  －  －  －

資本金（百万円）  1,667  1,667  1,667

発行済株式総数（株）   26,192,409  26,192,409  26,192,409

純資産額（百万円）  36,299  38,296  38,461

総資産額（百万円）  80,481  83,957  81,724

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は１株当

たり四半期純損失金額（△）（円） 
 △11.01  16.92  56.15

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益金額（円） 
 －  16.86  56.00

１株当たり配当額（円）  －  －  35.00

自己資本比率（％）  45.0  45.5  47.0

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △1,594  1,559  6,355

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △2,105  △1,463  △6,060

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 1,277  872  △1,964

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高（百万円） 
2,390  4,112  3,143

２【事業の内容】
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 当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。   

  

 当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  

   

（１）経営成績の分析   

 当第１四半期累計期間における日本の経済は、東日本大震災に伴う復興需要に支えられて緩やかに景気拡大が

続いている状態でありました。 

当社の業績に直接的な影響を及ぼす家計部門の景況感も、これらを背景に東日本大震災による落ち込みからは

改善傾向が見受けられました。しかしながら、消費者は雇用情勢や所得環境に対する不安及び年金保険料の引き

上げや消費税率引き上げの動きに対する懸念を抱いており、長期的には消費マインドは低調に推移しておりま

す。 

一方、当社の営業エリアである兵庫・中四国地域の景況は、震災による影響が一時的に及んだものの、中国地

方を除いては上向きの兆しが見られ、当社の既存店客数についても回復傾向にあります。 

また、当社の経営環境は、同業態との価格競争に加え、ドラッグストア業態やコンビニエンスストア業態とい

った異業態とのシェア争奪を強いられるといった厳しい競争状況が続いております。一方でお客さまは、「健

康」、「エコロジー」、「安全安心」、「便利さ」をより強く求められる傾向が顕著であります。 

当社は、このような環境変化に柔軟に対応するために、商品面及び営業面において、以下の諸施策に取り組ん

でまいりました。 

 商品施策については、従前から継続しているＥＤＬＰ（エブリデー・ロー・プライス）の一環として、当社の

創業30周年を機に「30周年記念商品」の拡販に注力いたしました。この商品は30％増量や30周年記念仕様など

「30」をキーワードとして圧倒的な価格でご提供する商品であり、取扱品目数は232品目、当第１四半期累計期間

売上高は6,324百万円となり、売上の底上げに貢献いたしました。 

 ２つ目に当第１四半期累計期間の重点取組み事項であるトップバリュ商品の拡販については、売上高構成比が

ＳＭ事業15.1％（対前年同四半期比4.5％ポイント増加）、ＤＳ事業7.0％（同0.8％ポイント増加）、全社計

12.4％（同2.9％ポイント増加）と著しく拡大いたしました。トップバリュ売上高構成比が拡大した要因として

は、毎月月初めに開催している「トップバリュ週間」での販売強化、生鮮食品における取扱品目数の拡大、視認

性を高めた売場づくりなどを継続的に取り組んだことが挙げられます。 

 営業施策については、１つ目に主力セールスである「お客さま感謝デー」、「マックスデー・ビッグデー」、

「お客さまわくわくデー」、「火曜市・水曜市」の強化に取り組みました。特に、「火曜市・水曜市」について

は、地場商品の拡販及び価格均一商品の見直しと品目数の拡大による買上点数の向上に取り組みました。その結

果、当第１四半期累計期間買上点数は10.7点（対前年同四半期比0.1点増加）に向上したことによって売上高増加

に貢献いたしました。 

 ２つ目に、異業態との競争に勝ち抜くためにノンフーズ改革に取り組みました。この改革は、お客さまに「日

常品であてにされる店」を作ることにあります。具体的には、医薬品を新たに２店舗に導入し、既存店舗におい

ては、ひなまつり・春の彼岸・新生活準備・避暑対策など季節に合わせた商品の品揃えを拡充いたしました。特

にそれらの商品の見せ方については、フード＆プラスをコンセプトとするＤＳ事業のノウハウをＳＭ事業に展開

した結果、ノンフーズ売上高構成比は7.6％（対前年同四半期比0.2％ポイント増加）に拡大いたしました。 

３つ目に既存店舗の活性化投資については、マックスバリュ加西南店（兵庫県加西市）、マックスバリュ宮西

店（兵庫県姫路市）、マックスバリュ末武店（山口県下松市）、ザ・ビッグ松神子店（愛媛県新居浜市）で実施

いたしました。活性化投資によって、商圏特性に応じた品揃え及び売場レイアウトへの変更、ノンフーズ部門に

おける新規カテゴリーの導入、シニアのお客さまに対応した店内休憩スペースの設置などを実施した結果、売上

高は順調に推移しております。 

 これらの施策によって、当第１四半期累計期間の業績は、売上高607億12百万円（対前年同四半期比

103.0％）、営業収益621億67百万円（同102.9％）、営業総利益153億76百万円（同101.4％）の増収となりまし

た。 

 一方、販売費及び一般管理費合計が前年同四半期比103.5％に増加した結果、営業利益7億69百万円（同

72.8％）、経常利益8億60百万円（同73.9％）の減益となりました。なお、販売費及び一般管理費合計が増加した

要因は、「ＷＡＯＮ」カード決済が増加したことによる販売促進費の増加（同114.5％）、電気料金の単価上昇に

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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よる水道光熱費の増加（同109.1％）などによるものであります。 

 しかしながら、当期利益については、前年同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として計上しているために、当第１四半期累計期間の四半期純利益は４億42百万円

（前年同四半期は２億88百万円の四半期純損失）の増益となりました。 

  

（注）文中表記について 

（ＥＤＬＰ） 

・  毎日、お値打ち価格で販売し続けること 

（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 

（トップバリュ週間） 

・ お客さまに「トップバリュ」ファンになっていただくことを目的として、「トップバリュ」を手にとってい

ただく機会を創出する１週間（毎月１日から７日）  

（お客さま感謝デー） 

・  毎月30日・20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・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ＷＡＯＮカードのお支払いでＷＡＯＮポイント

が２倍になる催事 

（ＷＡＯＮ） 

・  イオンの登録商標で、イオンが発行する電子マネー 

  

（２）財政状態の分析 

（資産）   

 当第１四半期会計期間末の総資産は、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、当四半期会計期間末が金融機関休業日であったために、現金及び預金が９億 百万円及び未収

入金が 億 百万円増加したことによるものです。 

（負債） 

 当第１四半期会計期間末の負債は、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、当四半期会計期間末が金融機関休業日であったために、支払手形及び買掛金が 億 百万円増加し

たことによるものです。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比べて１億 百万円減少し、 億 百万円となりまし

た。主な要因は、四半期純利益の計上による増加及び配当金の支払によるものです。  

  

（３）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間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

べて９億 百万円増加し、 億 百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四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（前年同四半期累計期間は 億 百万円

の使用)となりました。主な要因は、減価償却費 億 百万円の計上、仕入債務の増加 億 百万円及び未収入金

の減少 億 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１四半期累計期間に投資活動の結果使用した資金は 億 百万円（前年同四半期累計期間は 億５百万円

の使用）となりました。主な要因は、有形固定資産の取得 億 百万円の支出によるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第１四半期累計期間に財務活動の結果獲得した資金は８億 百万円（前年同四半期累計期間は 億 百万円

の獲得）となりました。主な要因は、短期借入金が 億円増加した一方で、配当金の支払８億 百万円及び長期

借入金の返済２億 百万円によるものです。  

22 32 839 57

69

16 37

23 97 456 60

21 14

64 382 96

69 41 12

15 59 15 94

12 86 21 14

16 37

14 63 21

14 48

72 12 77

20 65

56
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（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあり

ません。  

  

（５）研究開発活動 

 該当事項はありません。  
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。  

  

第５回新株予約権（第５回株式報酬型ストックオプション）  

 （注）１．新株予約権発行後に当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の 

調整を必要とする場合には、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲で目的たる株式数を調整するものとし

ております。 

    ２．発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評  

価単価（１株当たり935円）を合算しております。  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  90,000,000

計  90,000,000

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成24年５月20日） 

提出日現在発行数（株）
（平成24年６月29日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  26,192,409  26,192,409
㈱大阪証券取引所 

（市場第二部） 

単元株式数 

100株  

計  26,192,409  26,192,409 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

決議年月日   平成24年４月５日 

新株予約権の数（個）  206

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －

新株予約権の目的となる株式の種類  当社普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  （注）１ 20,600

新株予約権の行使時の払込金額（円）  1

新株予約権の行使期間 
自 平成24年５月21日 

至 平成39年５月20日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

  （注）２ 

   （注）３ 

936

468

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時において

も当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。た

だし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であって

も、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものと

する。 

②新株予約権については、その数の全数につき一括して行

使することとし、これを分割して行使することはできない

ものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはでき

ない。 

代用払込みに関する事項 ――― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ――― 
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    ３．資本組入額は、１株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円  

未満の端数はこれを切上げるものとする。但し、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株

式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。   

   

  

 当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成24年２月21日～ 

平成24年５月20日  
 －  26,192,409  －  1,667  －  4,641

（６）【大株主の状況】
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 当第１四半期会計期間末日の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができませんの

で、直前の基準日である平成24年２月20日の株主名簿により記載しております。  

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が900株（議決権の数９個）含まれてお

ります。 

  

②【自己株式等】 

 （注） 上記のほか、株主名簿上は自己名義となっておりますが、実質的には所有していない株式が100株（議決権の数

１個）あります。なお、当該株式数は、上記の「発行済株式」欄の完全議決権株式（その他）に含まれており

ます。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

  

（７）【議決権の状況】

  平成24年５月20日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      41,600 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式    26,114,500  261,145 － 

単元未満株式 普通株式       36,309 － － 

発行済株式総数  26,192,409 － － 

総株主の議決権 －  261,145 － 

  平成24年５月20日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

マックスバリュ 

西日本株式会社 

広島市南区段原南一丁目３

番52号 
 41,600  －  41,600  0.16

計 －  41,600  －  41,600  0.16

２【役員の状況】

7



１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、四半期財務諸表等規則第４条の２第２項により、四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期会計期間（平成24年２月21日から平成

24年５月20日まで）及び当第１四半期累計期間（平成24年２月21日から平成24年５月20日まで）に係る四半期財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

  

３．四半期連結財務諸表について 

 当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

  

第４【経理の状況】
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年２月20日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,143 4,112

売掛金 497 526

商品 7,588 7,525

貯蔵品 72 77

その他 6,581 8,186

流動資産合計 17,883 20,428

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 30,088 29,781

土地 7,436 7,436

その他（純額） 9,470 9,250

有形固定資産合計 46,995 46,467

無形固定資産 750 726

投資その他の資産 16,094 16,334

固定資産合計 63,840 63,529

資産合計 81,724 83,957

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,461 23,576

短期借入金 － 2,000

1年内返済予定の長期借入金 1,024 1,024

未払法人税等 1,964 453

賞与引当金 534 844

役員業績報酬引当金 38 10

設備関係支払手形 2,428 1,212

その他 5,363 6,316

流動負債合計 32,815 35,438

固定負債   

長期借入金 1,764 1,508

退職給付引当金 389 420

資産除去債務 2,593 2,604

その他 5,701 5,689

固定負債合計 10,447 10,222

負債合計 43,263 45,660
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年２月20日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年５月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,667 1,667

資本剰余金 4,641 4,641

利益剰余金 30,051 29,579

自己株式 △50 △50

株主資本合計 36,310 35,837

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,077 2,366

評価・換算差額等合計 2,077 2,366

新株予約権 73 92

純資産合計 38,461 38,296

負債純資産合計 81,724 83,957
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（２）【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年５月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年５月20日) 

売上高 58,971 60,712

売上原価 45,255 46,790

売上総利益 13,716 13,922

その他の営業収入 1,448 1,454

営業総利益 15,164 15,376

販売費及び一般管理費 14,107 14,607

営業利益 1,056 769

営業外収益   

受取利息及び配当金 96 95

その他 41 41

営業外収益合計 138 136

営業外費用   

支払利息 21 17

租税公課 － 13

その他 7 14

営業外費用合計 29 45

経常利益 1,165 860

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 6 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,246 －

その他 171 1

特別損失合計 1,424 6

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △253 853

法人税等 34 411

四半期純利益又は四半期純損失（△） △288 442
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年５月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年５月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△253 853

減価償却費 1,281 1,286

投資有価証券評価損益（△は益） 123 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27 30

賞与引当金の増減額（△は減少） 293 310

受取利息及び受取配当金 △96 △95

支払利息 21 17

固定資産除売却損益（△は益） △0 5

役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) △48 △28

売上債権の増減額（△は増加） 15 △28

たな卸資産の増減額（△は増加） 340 58

未収入金の増減額（△は増加） 1,453 △1,637

仕入債務の増減額（△は減少） △3,311 2,114

未払金の増減額（△は減少） △182 △78

未払消費税等の増減額（△は減少） △406 32

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,246 －

その他 257 535

小計 760 3,378

利息及び配当金の受取額 94 92

利息の支払額 △18 △14

法人税等の支払額 △2,430 △1,896

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,594 1,559

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 △2,095 △1,448

無形固定資産の取得による支出 △4 △0

差入保証金の差入による支出 △17 △37

差入保証金の回収による収入 43 38

預り保証金の返還による支出 △56 △25

預り保証金の受入による収入 32 11

その他 △6 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,105 △1,463

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,400 2,000

長期借入金の返済による支出 △256 △256

配当金の支払額 △860 △865

その他 △6 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,277 872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,422 969

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四半期末残高 ※  2,390 ※  4,112
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 該当事項はありません。 

   

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

13



  

  

【追加情報】

当第１四半期累計期間
（自 平成24年２月21日 

  至 平成24年５月20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。 
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※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであり

  ます。  

  

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第１四半期累計期間

（自 平成23年２月21日 
至 平成23年５月20日） 

当第１四半期累計期間
（自 平成24年２月21日 
至 平成24年５月20日） 

 （百万円） （百万円） 

現金及び預金   2,390   4,112

現金及び現金同等物   2,390   4,112
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Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 平成23年２月21日 至 平成23年５月20日） 

  配当金支払額 

   

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 平成24年２月21日 至 平成24年５月20日） 

  配当金支払額 

  

 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。 

  

（株主資本等関係）

（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 配当の原資

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 利益剰余金 

（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 配当の原資

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 利益剰余金 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】
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 １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）前第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜在株式は存在するもの 

   の、１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。   

     

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  
前第１四半期累計期間

（自 平成23年２月21日 
至 平成23年５月20日） 

当第１四半期累計期間
（自 平成24年２月21日 
至 平成24年５月20日） 

(1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額（△） 
円01銭 △11 円 銭 16 92

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（百万円） 
 △288  442

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（百万円） 
 △288  442

普通株式の期中平均株式数（千株）  26,151  26,150

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  － 円 銭 16 86

（算定上の基礎）     

四半期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  －  80

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要 

－ 

  

  

－  

  

  

（重要な後発事象）
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 該当事項はありません。  

  

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマックスバリュ

西日本株式会社の平成24年２月21日から平成25年２月28日までの第31期事業年度の第１四半期会計期間（平成24年２月21

日から平成24年５月20日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年２月21日から平成24年５月20日まで）に係る四半期財

務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。 

  

四半期財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、マックスバリュ西日本株式会社の平成24年５月20日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成24年６月26日

マックスバリュ西日本株式会社 

取締役会 御中 

有限責任監査法人トーマツ 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士   中山 紀昭  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士   三浦 宏和  印 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化されたものであり、その原本は当社（四半

期報告書提出会社）が財務諸表に添付する形で別途保管しております。 

    ２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。  
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