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    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．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。 

    ４．四半期財務諸表等規則第４条の２第３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。  

       

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３四半期 
累計期間 

第31期
第３四半期 
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11月20日 

自平成24年２月21日 
至平成24年11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） 184,619  187,380  249,306

経常利益（百万円） 3,994  2,749  7,373

四半期（当期）純利益（百万円）  987  1,013  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）  37,870  39,513  38,461

総資産額（百万円）  85,877  83,133  81,724

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）  37.75  38.75  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） 
 37.65  38.62  56.00

１株当たり配当額（円）  －  －  35.00

自己資本比率（％）  44.0  47.4  47.0

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 3,554  2,894  6,355

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △4,323  △3,558  △6,060

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △401  △154  △1,964

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高（百万円） 
3,642  2,324  3,143

回次 
第30期

第３四半期 
会計期間 

第31期
第３四半期 
会計期間 

会計期間
自平成23年８月21日
至平成23年11月20日 

自平成24年８月21日 
至平成24年11月20日 

１株当たり四半期純利益金額（円）  16.06  1.61
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 当第３四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。  

   

２【事業の内容】
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 当第３四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３四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３四半期累計期間（平成24年２月21日から平成24年11月20日）におけるわが国の経済は、東日本大震災に

伴う復興需要に陰りが見え始め、先行きについては弱めの動きが見込まれる状況にありました。 

 当小売業界でも、業態を超えた価格競争によって商品単価が下落傾向にある上に、消費税増税法成立等によって

お客さまの生活防衛意識が一層高まるなど、経営環境は一段と厳しい状況が続いています。 

このような状況の下、当社は原点である「すべてはお客さまのために」に基づき、更なる収益の拡大、経営コ

ストの見直し等、経営基盤の強化に努めました。 

収益の拡大としては、当３四半期累計期間にマックスバリュ古坂店（兵庫県加西市）、ザ・ビッグ和気店（岡

山県和気郡）、マックスバリュ東難波店（兵庫県尼崎市）、マックスバリュ金楽寺店（兵庫県尼崎市）、ザ・ビッ

グエクストラ氷上店（兵庫県丹波市）を開店いたしました。この内、ザ・ビッグエクストラ氷上店は、当社ディス

カウント事業として初の兵庫県への出店であります。売場面積は、約7,000㎡を有しており、生鮮食料品から医薬

品に至るまで、毎日の生活に必要な商品を幅広く品揃えいたしました。その話題性とお客さまの価格志向の高まり

が相俟って、開店以来好調に推移しております。また既存店については、13店舗をリニューアルオープンし、一

方、競争力が低下した店舗を４店舗閉店いたしました。更に、一部を除く店舗を午前７時開店にすることによっ

て、営業機会の拡大を図りました。 

次に、営業面では、現場の要である現職店長に対するフォロー教育の実施、重点商品の販売力を高める「フロ

アマップ（販売計画書）」の活用等、店舗業務に関する基本の徹底を図りました。商品面では、お客さまの価格志

向にお応えするために、イオンのブランド「トップバリュ」、当社独自の「30周年記念商品」の拡販に取り組みま

した。 

 経営コストの見直しとしては、イオンのスケールメリット活用による販売促進費の効率化、店舗基本照明のＬＥ

Ｄ化による電力使用量の抑制等に取り組みましたが、当第３四半期累計期間の販売費及び一般管理費計は前年同期

比104.3％と大幅な増加となりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、新規出店が起因して営業収益1,917億39百万円（前年同四半期比

101.5％）と増収したものの、販売費及び一般管理費の増加によって営業利益25億68百万円（同67.4％）、経常利

益27億49百万円（同68.8％）の減益となりました。なお、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、四半期純利益は10億13百万円（同102.6％）

の増益となりました。 

  

（注）文中表記について 

（トップバリュ） 

・ 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。 

（30周年記念商品） 

・ 創業30周年を機に30％増量など「30」をキーワードとして圧倒的な価格で提供する商品。 

  

（２）財政状態の分析 

（資産）   

 当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べて 億９百万円増加し、 億 百万円となりまし

た。主な要因は、新店等の出店による有形固定資産の増加２億 百万円、及び投資有価証券評価差額等による投

資その他の資産の増加８億 百万円によるものです。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べて３億 百万円増加し、 億 百万円となりました。

主な要因は、短期借入金 億 百万円、設備支払手形６億 百万円及び賞与引当金３億 百万円が増加した一方

で、長期借入金７億 百万円及び未払法人税等 億６百万円が減少したことによるものです。 

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】

14 831 33

40

43

57 436 20

15 50 61 71

68 16
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（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、その他有価証券評価差額金の計上９億 百万円によるものです。  

  

（３）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期累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８億 百万円減少し、 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３四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

の獲得)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益 億 百万円、減価償却費 億 百万円を計上した一方

で、法人税等の支払額 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３四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 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 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３四半期累計期間に財務活動の結果使用した資金は１億 百万円（前年同四半期累計期間は４億１百万円

の使用）となりました。主な要因は、短期借入金の増加 億 百万円、及び長期借入金の返済による支出７億

百万円及び配当金の支払額９億 百万円によるものです。        

  

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四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。  

  

10 51 395 13

35

18 23 24

28 94 35 54

20 61 38 56

28 29

35 58 43 23

36 71

54

15 50 68

17
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

 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。   

   

  

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

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３四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成24年11月20日） 

提出日現在発行数（株）
（平成24年12月26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】

（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８月21日～ 

平成24年11月20日  
 －  26,192,409  －  1,667  －  4,641

（６）【大株主の状況】
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 当第３四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８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株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数９個が含まれております。 

  

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11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      41,900 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式    26,114,700  261,147 － 

単元未満株式 普通株式       35,809 － － 

発行済株式総数  26,192,409 － － 

総株主の議決権 －  261,147 － 

  平成24年11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 
 41,900  －  41,900  0.16

計 －  41,900  －  41,900  0.16

２【役員の状況】
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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３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、第３四半期会計期間（平成24年８月21日から平成24

年11月20日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年２月21日から平成24年11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】

7



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３四半期会計期間 
(平成24年11月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,143 2,324

売掛金 497 518

商品 7,588 8,460

貯蔵品 72 101

その他 6,581 6,874

流動資産合計 17,883 18,280

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 30,088 30,546

土地 7,436 7,310

その他（純額） 9,470 9,379

有形固定資産合計 46,995 47,235

無形固定資産 750 679

投資その他の資産 16,094 16,938

固定資産合計 63,840 64,853

資産合計 81,724 83,133

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,461 21,483

短期借入金 － 1,550

1年内返済予定の長期借入金 1,024 1,020

未払法人税等 1,964 357

賞与引当金 534 905

役員業績報酬引当金 38 13

設備関係支払手形 2,428 3,090

その他 5,363 5,504

流動負債合計 32,815 33,925

固定負債   

長期借入金 1,764 1,000

退職給付引当金 389 468

資産除去債務 2,593 2,668

その他 5,701 5,558

固定負債合計 10,447 9,695

負債合計 43,263 43,620
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年２月20日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年11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 30,149

自己株式 △50 △50

株主資本合計 36,310 36,407

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,077 3,012

評価・換算差額等合計 2,077 3,012

新株予約権 73 92

純資産合計 38,461 39,513

負債純資産合計 81,724 83,133

9



（２）【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年11月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年11月20日) 

売上高 184,619 187,380

売上原価 141,768 143,917

売上総利益 42,851 43,462

その他の営業収入 4,342 4,359

営業総利益 47,193 47,822

販売費及び一般管理費 43,381 45,253

営業利益 3,811 2,568

営業外収益   

受取利息及び配当金 156 168

その他 115 106

営業外収益合計 271 274

営業外費用   

支払利息 64 53

その他 23 40

営業外費用合計 88 93

経常利益 3,994 2,749

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 26 89

減損損失 190 508

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,246 －

その他 375 90

特別損失合計 1,840 688

税引前四半期純利益 2,159 2,061

法人税等 1,172 1,048

四半期純利益 987 1,013

10



（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年11月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年11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 2,159 2,061

減価償却費 3,884 3,856

減損損失 190 508

投資有価証券評価損益（△は益） 137 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 77 79

賞与引当金の増減額（△は減少） 331 371

受取利息及び受取配当金 △156 △168

支払利息 64 53

固定資産除売却損益（△は益） 19 89

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － △14

役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) △17 △25

売上債権の増減額（△は増加） 3 △21

たな卸資産の増減額（△は増加） △174 △900

未収入金の増減額（△は増加） △361 △202

仕入債務の増減額（△は減少） △9 21

未払金の増減額（△は減少） 193 △46

未払消費税等の増減額（△は減少） △580 △258

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,246 －

その他 111 201

小計 7,122 5,606

利息及び配当金の受取額 148 160

利息の支払額 △54 △43

法人税等の支払額 △3,661 △2,829

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,554 2,894

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 △4,211 △3,671

有形固定資産の売却による収入 11 171

無形固定資産の取得による支出 △16 △2

差入保証金の差入による支出 △115 △105

差入保証金の回収による収入 224 231

預り保証金の返還による支出 △215 △203

預り保証金の受入による収入 151 71

その他 △152 △51

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,323 △3,558

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） 1,300 1,550

長期借入金の返済による支出 △768 △768

配当金の支払額 △915 △917

その他 △18 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △401 △154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,170 △818

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 ※  3,642 ※  2,324
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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】
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【追加情報】

当第３四半期累計期間
（自 平成24年２月21日 

  至 平成24年11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） 

 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３四半期累計期間

（自 平成23年２月21日 
至 平成23年11月20日） 

当第３四半期累計期間
（自 平成24年２月21日 
至 平成24年11月20日） 

 （百万円） （百万円） 

現金及び預金   3,642   2,324

現金及び現金同等物   3,642   2,324
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Ⅰ 前第３四半期累計期間（自 平成23年２月21日 至 平成23年11月20日） 

  配当金支払額 

   

Ⅱ 当第３四半期累計期間（自 平成24年２月21日 至 平成24年11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。 

     

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  
前第３四半期累計期間

（自 平成23年２月21日 
至 平成23年11月20日） 

当第３四半期累計期間
（自 平成24年２月21日 
至 平成24年11月20日） 

(1）１株当たり四半期純利益金額 円 銭 37 75 円 銭 38 75

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円）  987  1,013

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（百万円）  987  1,013

普通株式の期中平均株式数（千株）  26,150  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 37 65 円 銭 38 62

（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）  69  89

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）

16



 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３四半期会計期間（平成24年８月21

日から平成24年11月20日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年２月21日から平成24年11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11月20日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する第３四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12月20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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