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第2四半期の業績について 

株主のみなさまにおかれましては、ますます

ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

2010年9月30日をもちまして、第62期第2四

半期累計期間（2010年4月１日から2010年9

月30日まで）が終了いたしましたので、ここに

当第2四半期の事業の概況等をご報告申し

上げます。 

代表取締役社長 

平野　能章 

ごあいさつ 

 

　「普段の暮らしをより豊かに、より便利に、より楽

しく」を経営理念とする当社は、「価値ある安さ」

をお客様に提供するべく、当第2四半期累計期間

においても、特に購買頻度の高い、普段の暮らし

に直結する商品について、年間を通じて低価格を

実現する取り組みを強化してまいりました。その方

策の1つとして、品質と価格のバランスが優れたプ

ライベート･ブランド商品の開発を積極的に行って

おります。当第2四半期累計期間においては、エコ

ポイント対応「MrMaxオリジナル22V型フルスペッ

クハイビジョンLED液晶テレビ（税込29,780円）」を

1万2000台販売し、また、水に濡らして首に巻くと

ひんやりする「クールスカーフ」は、猛暑効果もあり

1億円以上を売上げました。 

　新規出店は、8月に千葉県4店舗目となる南船

橋店（千葉県船橋市）を開店しました。南船橋店

は、既存の複合商業施設に出店したもので、1階と

2階に売場が分かれた2層の売場は、これまで1階

ワンフロアの店舗を展開してきたMrMaxにとって、

新たな挑戦となりました。居抜き物件や多層階物

件の多い首都圏において、今後の積極出店への

布石となるものです。また、既存店の改装も進めて

おり、4月に八本松店（広島県東広島市）を増床リ

ニューアルし、従来のMrMaxの品揃えに生鮮食

品を加えた「スーパーセンター」2号店として開店

しました。ワンストップショッピングを充実させ、お客

様の利便性をさらに高める店舗の提供に努めて

おります。 

　当第2四半期累計期間における商品部門別の

売上高の状況は、酒類や菓子等の食品の売上が

好調だった他、梅雨明け後の記録的な猛暑の影

響を受け、エアコンなど季節家電や衣類用洗剤な

どが大きく売上を伸ばしました。当期より、商品が

顧客に販売されると同時に商品の仕入が発生す

る、いわゆる消化仕入と呼ばれる取引について、

従来、売上高及び売上原価を総額で計上してお

りましたが、売上高と売上原価を相殺して純額に

て売上高を計上する方法に変更いたしました。こ

の変更により、従来の方法に比べて、第2四半期

累計期間の売上高及び売上原価は20億43百万

円減少しております。 

　これらの結果、当第2四半期累計期間の経営

成績は、売上高に不動産賃貸収入を加えた営業

収益は、511億23百万円（前年同期比0.7％減）と

なりました。経費（販売費及び一般管理費）は、物

流費や広告宣伝費などの削減を進めましたが、人

件費など新店に伴う経費が増加したことで、121

億91百万円（前年同期比6.8％増）となりました。

その結果、営業利益は1億77百万円（前年同期

比74.3％減）、経常利益は2億68百万円（前年同

期比66.2％減）となりました。四半期純利益は、第

1四半期会計期間において、資産除去債務に関

する会計基準適用により、特別損失3億5百万円

を計上したことにより、2億23百万円の損失（前年

同期は5億31百万円の利益）となりました。 

　なお、中間配当金につきましては、前年同様、1

株につき5円の配当を継続させていただきます。 

※1 前期において連結子会社が無くなったため、単体の数値を記載しております。 
※2 この株主通信に記載の業績の見通しは、株主通信作成時点で入手可能な情報に基づく当社判断による見通しであり、さまざ
まなリスクや不確実な要素を含んでいます。実際の業績は、これらの見通しと異なる結果がありうることをご承知おきください。 

（億円） 
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（単位：百万円・百万円未満切捨） 

営業収益 

営業利益 

経常利益 

売上高 

不動産賃貸収入 

（売上総利益） 

販売費及び一般管理費 

科　　　目 
当第2四半期 
2010年4月1日から 
2010年9月30日まで 

前第2四半期 
2009年4月1日から 
2009年9月30日まで 

売上原価 

営業総利益 

営業外収益 

営業外費用 

特別利益 

特別損失 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 

法人税等 

51,123 

48,971 

2,151 

38,754 

10,217 

12,369 

12,191 

177 

283 

192 

268 

3 

371 

△ 100 

123 

△ 223

51,508 

49,348 

2,159 

39,399 

9,949 

12,108 

11,418 

690 

299 

195 

794 

28 

31 

791 

259 

531

損益計算書（要旨） 

（単位：百万円・百万円未満切捨） 

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の増加額 

現金及び現金同等物の四半期末残高 

科　　　目 
当第2四半期 
2010年4月1日から 
2010年9月30日まで 

現金及び現金同等物に係る換算差額 

現金及び現金同等物の期首残高 

△ 27 

△ 1,476 

1,724 

△ 5 

215 

1,364 

1,579

キャッシュ・フロー計算書（要旨） 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 

連結子会社が無くなったため、2010年3月期第3四半期より非連結で開示しております。前第2四半
期の単体キャッシュ・フロー計算書については、開示を行っていないため、記載を省略しております。 

25,244 
13,203 
8,250 
3,790 
25,330 
15,850 
503 
777 

8,198

負債の部 
流動負債 
　　　　  支払手形及び買掛金 
　　　　  1年以内返済予定の長期借入金 
　　　　  その他 
固定負債 
　　　　  長期借入金 
　　　　  引当金 
　　　　  資産除去債務 
　　　　  その他 

72,124

12,217 
1,533 
1,814 
7,150 
1,719 
59,907 
45,459 
14,928 
27,389 
3,141 
378 

14,069 
14,074 
△ 5 

 

（単位：百万円・百万円未満切捨） 

資産の部 

資産合計 

流動資産 
　　　　 現金及び預金 
　　　　 売掛金 
　　　　 商品 
　　　　 その他 
固定資産 
　　 有形固定資産 
　　　　  建物（純額） 
　　　　  土地 
　　　　  その他 
　　 無形固定資産 
　　 投資その他の資産 
　　　　 その他 
　　　　 貸倒引当金 

貸借対照表（要旨） 

21,674 
10,229 
9,951 
4,035 

△ 2,542 
△ 124

株主資本 
　　　　  資本金 
　　　　  資本剰余金 
　　　　  利益剰余金 
　　　　  自己株式 
評価・換算差額等 

25,398 
13,185 
7,725 
4,487 
23,344 
14,450 
478 
- 

8,415

70,737

11,496 
1,317 
1,146 
7,349 
1,682 
59,241 
44,974 
14,974 
27,367 
2,632 
373 

13,892 
13,898 
△ 5

22,065 
10,229 
9,951 
4,426 

△ 2,542 
△ 70

（%） （億円） 

09/3期 10/3期 10/9期 

■純資産・自己資本比率 
純資産 自己資本比率 
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■有利子負債・デットエクイティレシオ 
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221
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自己資本比率＝自己資本（純資産）／総資産×100

デットエクイティレシオ＝有利子負債／純資産 

214 215219

30.7 31.1

224

1.051.05

売掛金の増加などにより、前事業
年度末に比べ13億87百万円増加
して721億24百万円となりました。 

借入金の増加や資産除去債務の
計上などにより、前事業年度末に
比べ18億33百万円増加して505
億75百万円となりました。 

利益剰余金の減少などにより、前
事業年度末に比べ4億46百万円
減少して215億49百万円となりました。 

72,124負債純資産合計 70,737
21,549純資産合計 21,995

純資産の部 
50,575負債合計 48,742

科　　　目 当第2四半期 
（2010年9月30日現在） 

前　期 
（2010年3月31日現在） 

資産の部 負債の部 純資産の部 

1.01

ポ
イ
ン
ト 

解
説 

（売上高の計上方法の変更） 

　商品が顧客に販売されると同時に商品

の仕入が発生する、いわゆる消化仕入と

呼ばれる取引について、従来、売上高及び

売上原価を総額で計上しておりましたが、

売上高と売上原価を相殺して純額にて売

上高を計上する方法に変更いたしました。

この変更により、従来の方法に比べて、第2

四半期累計期間の売上高及び売上原価

は20億43百万円減少しております。 

（資産除去債務会計基準の適用） 

　当会計年度より、資産除去債務に関す

る会計基準の適用が開始されました。 

　この会計基準の適用により、当社が土地

や建物を賃借している店舗を将来返還す

る場合に発生が見込まれる原状回復費用

を債務として認識し、今後見込まれる店舗

の使用期間に応じて費用計上していくこと

となりました。適用初年度である当期には、

過年度分の使用期間に対応する費用とし

て3億5百万円を特別損失として計上しま

した。 

ポイント解説 

29.9

1.12

241

1.12
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　「スーパーセンター」は、家電製品や日用雑貨・衣料などのＭｒＭａｘの従来のディスカウントストアの品揃えに、
野菜や肉、魚などの生鮮食品や惣菜・ベーカリー売場を組み合わせたＭｒＭａｘの新しい出店スタイルです。 
　現在、岡山西店（岡山市）、八本松店（広島県東広島市）、春日店（福岡県春日市）の3店舗があります。ここ
では、2009年11月に開店した「スーパーセンター」1号店、岡山西店を例に、その特徴をご案内します。 
　岡山西店は、ワンフロア1,838坪（6,074m2）の広い店内に、入り口から入って主通路を挟んで右側に、ベーカリ
ー、野菜、魚、惣菜、肉、日配食品の売場が並び、ＭｒＭａｘがこれまで得意としてきた米、加工食品や飲料、菓子、
酒と組み合わせた食品売場を展開しています。 
　主通路の左側には、非食品のディスカウントストア売場を配しています。医薬品や洗剤・化粧品、日用雑貨な
ど比較的購買頻度の高い商品から、文具、玩具、インテリア、家電、スポーツ用品、自転車と目的買いの多い商
品へと続きます。 
　生鮮食品が加わることで、より毎日の暮らしに必要な商品を一箇所で購入できる、ワンストップショッピングの便
利さを、お客様に提供しています。 

新しい出店形態「スーパーセンター」 　従来のディスカウントストアに、生鮮食品を取り扱う「スーパーセンター」と、より小商圏モデルの「Select」という新し
い2つの業態を加え、出店形態の幅を広げる取り組みを行なっております。 
　「スーパーセンター」は、普段の暮らしに必要な商品が一箇所で揃う便利さを追求し、家電製品や日用雑貨・衣料
などのMrMax従来の品揃えに、野菜や肉・魚などの生鮮食品や惣菜・ベーカリー売場を組み合わせた新業態です。 
　「Select」は、従来のMrMaxの店舗より小さな商圏において高いシェアを獲得するため、購買頻度の高い品種に
商品を絞り込み、その「価値ある安さ」をよ
り強力に打ち出し、また、品目数を絞り込む
ことで作業を減らし、一層のローコストオペ
レーションを実現する小商圏型の収益モ
デルです。 
　この3つの店舗モデルを確立し、出店の
幅を広げ、出店スピードを上げてまいります。 

3つの店舗モデルの確立 

出店形態の多様化による多店化の推進 

新店オープン 
　2010年8月、千葉県船橋市に、千葉県4店舗目となる南船橋店をオープンしました。他社が撤退した複合商業施設
へ居抜き出店したもので、当社唯一の1階と2階にわたる2フロア構成の売場を展開しています。 
　2010年11月には、福岡県春日市に、「スーパーセンター」の九州1号店をオープンしました。2,851坪（9,424m2）と当
社最大の売場面積です。 

既存店の八本松店（広島県）をスーパーセンターに改装 
　2010年4月、既存店の八本松店（広島県東広島市）を改装、売場面積を2倍に拡大し、従来のMrMaxの品揃え
に、野菜や肉・魚などの生鮮食品や惣菜を加えた「スーパーセンター」として、リニューアルオープンしました。 

SuC DS Select

MrMax南船橋店　千葉県船橋市浜町2-2-7 
（ビビットスクエア内） 

MrMax春日店　福岡県春日市大字下白水205-22

岡山西店売場レイアウト 野菜売場 ベーカリー売場 

惣菜売場 

精肉売場 

鮮魚売場 
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　f-adc（福岡アートディレクターズクラブ）とJAGDA-F（日本グラフィッ
クデザイナー協会福岡地区）のコラボによる「デザインTシャツプロジェ
クト」に賛同し、このデザインTシャツを、MrMax全店で独占販売いた
しました。『RESCUE〔　　　〕!』をテーマに、今の時代に救いたい
モノやコトへの願いをこめた九州在住の29人のデザイナーたちによる
29種のメッセージTシャツで、その売上げの一部（5％）を世界中の子
どもたちがより幸せに健康に生きていける環境を作るための支援活
動を行っている「子供地球基金」に寄付をすることをお約束して販
売いたしました。1枚500円という価格の手軽さと、高いデザイン性、子
どもたちへの寄付という社会貢献に、多くのお客様のご支持とご賛同
をいただき、2010年6月12日～8月31日までに24,701枚を販売し、売上
高の5％　550,545円を「子供地球基金」へ寄付いたしました。 
（デザインTシャツプロジェクトの販売は終了しております） 

デザインTシャツプロジェクト 
「Tシャツを着て子どもたちを救おう！」を 
実施しました。 

　2010年4月、旧東京本部事務所の賃貸契約期間満了を機に、東京本部の機能を充実させ企業力の強化を図る
ため、事務所を移転拡大いたしました。従来の開発本部機能に加え、営業力強化に向け、情報収集や問屋・メーカ
ーとの交渉開拓を目的に、西日本本部（福岡市）にある機能の一部を移行いたしました。面積は3.5倍、人員は3倍に
拡大しており、今後の積極出店への体制づくりを行っております。 

MrMaxの商品のほか、話題の
新製品や人気商品を豊富に品
揃えしています。また、携帯電話
からも、お買い物いただけます。 

東京本部を移転拡大 

自社インターネット通信販売サイトを 
オープンしました。 
http://shop.mrmax.co.jp/

　MrMaxでは、品質と価格のバランスの優れた商品「価値ある安さ」の提供に努めています。その施策の1つとして、自社
開発商品（プライベート・ブランド）づくりに取り組んでおります。 
　今回は、2010年1月に登場し累計5万台以上を販売し、大ヒット商品となったキュービックテーブルの開発担当者の声をお
届けします。 

Q．キュービックテーブルを開発したきっかけは？ 
今回の商品のキャッチコピーとなっている「使い方は、あなた次第。」まさにこれ
こそが、キュービックテーブルが生まれたきっかけです。   
使用用途を限定せず、お客様の使用にあわせて多目的に使えるマルチテーブ
ルをということで開発しました。 

Q．開発にあたって、こだわったポイントは？ 
今回の商品の中で、一番こだわったのがサイズです。幅40×奥行40×高さ
37cmという大きすぎず、小さすぎない、この“絶妙なサイズ”こそ、用途が限定
されない多目的なマルチテーブルの秘密なんです。 
このサイズより大きすぎると、テーブルとしての機能がメインとなってしまい、サイ
ドテーブル等にするには大きすぎ、置く場所や用途が限られてしまいます。“絶妙なサイズ”と、どんなお部屋にで
もコーディネートできるシンプルなデザインが、お客様の創造を膨らませ、大ヒット商品になったと考えています。 

Q．豊富なカラーも、特徴ですね？ 
ダークブラウン・ピンク・グリーン・ホワイトの4色に加え、今年の夏にブルー・オレンジ・ベージュ・ブラックの新色4色も
加わりました。ベーシックカラーから、お部屋を明るくするポップなカラーまで、豊富な品揃えの中から、お好きなカラ
ーを選ぶことができます。 
この商品のほかにも、ステップチェアやエアベッドなど、「使い方は、あなた次第。」をテーマにお客様に喜んでい
ただける商品づくりを行っています。 

プライベート・ブランド開発者に聞いてみました！ 

掲載商品は随時更新しております。実際の画面は上記とは異なる 
場合がありますので、ご了承ください。 
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プライベート・ブランド開発者に聞いてみました！ 

掲載商品は随時更新しております。実際の画面は上記とは異なる 
場合がありますので、ご了承ください。 
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●社名 
●創業 
●設立 
●資本金 
●従業員数 
●本部所在地 

株式会社ミスターマックス 
1925年10月 
1950年12月 
10,229百万円 
812名 
〒812-0064 
福岡市東区松田一丁目5番7号 
電話　092-623-1111（代表） 
http://www.mrmax.co.jp/

＜個人投資家向け説明会の実施状況＞ 
2010年 2月　長崎市　　2009年 8月　岡山市　　2008年   9月 福岡市 
  9月　福岡市 9月　東京都 11月 広島県福山市 
  9月　東京都 

会社概要（2010年9月30日現在） 役員の状況（2010年9月30日現在） 

持株数（単位＝千株） 

株 主 名  持 株 数  

6,435.5

1,456.0

1,938.4

1,878.3

1,236.7

721.9

ヒ ラ ノ マ ネ ー ジ メ ン ト ビ ー ヴ ィ  

日本トラストティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 

平 野 能 章  

有 限 会 社 W a i z  H o l d i n g s

ミ ス タ ー マ ッ ク ス 取 引 先 持 株 会  

801.2日 本 興 亜 損 害 保 険 株 式 会 社  

1,414.2株 式 会 社 福 岡 銀 行  

1,205.0M r M a x 社 員 持 株 会  

763.6平 野 耕 司  

平 野 淳 子  

●所有者別株式分布状況 

東北地方 
60千株 
0.2%

関東地方 
8,013千株 
20.2%

中部地方 
611千株 
1.6%

近畿地方 
1,239千株 
3.1%

中国地方 
523千株 
1.3%

九州地方 
20,082千株 
50.7%

海外 
8,887千株 
22.4%

四国地方 
149千株 
0.4%

●地域別株式分布状況 
北海道 
43千株 
0.1%

（注）１．株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。 
２．当社は自己株式6,206千株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。 

（注）「その他」には、左表の「ミスターマックス取引先持株会」や 
　 　「MrMax社員持株会」が含まれています。 

個人 
10,694千株 
27.0％ 

外国法人等 
8,893千株 
22.4％ 

自己株式 
6,206千株 
15.7％ 

金融機関・金融商品取引業者 
6,980千株 
17.6％ 

自己株式 
6,206千株 
15.7％ 

その他の法人 
4,346千株 
11.0％ 

金融機関・金融商品取引業者 
7,002千株 
17.7％ 

その他 
2,467千株 
6.2％ 

代表取締役社長 

取締役執行役員 

取締役執行役員 

取締役執行役員 

取締役執行役員 

取締役執行役員 

常 勤 監 査 役  

監 査 役  

監 査 役  

最高経営責任者（ＣＥＯ）兼最高執行責任者（ＣＯＯ） 

開発本部長 

商品本部長 

経営企画室長兼業務システム部長 

管理本部長兼財務部長 

ＳＣＭ本部長兼物流部長 

平 野能章  

小 田康徳  

佐 藤昭彦  

吉 田康彦  

中 野英一  

杉 本定士  

樋 口一夫  

鹿 毛　齊  

狩 野　仁  

役  名 職  名 氏  名 

株式の状況（2010年9月30日現在） 
●会社が発行する株式の総数 

●発行済株式の総数 

　（注）当第2四半期累計期間中の増減はありません。 
●１単元の株式の数 

●株主数 

●大株主の状況（上位10名） 

80,000,000株 
39,611,134株 

 
100株 

10,063名 

「個人投資家向け説明会」を開催 
　個人投資家のみなさまに、MrMaxをもっと知っていただくために、個人投資家向け説明会を開催しておりま
す。当第2四半期においては、9月に、東京と福岡で個人投資家説明会を実施いたしました。いずれも、代表取
締役社長 平野能章から、当社の企業概要、業績、今後の新しい取り組みなどについてご説明を行ない、多く
の個人投資家のみなさまにご出席いただきました。 

株主のみなさまの声をお聞かせください 
～株主様アンケートご協力のお願い～ 

　当社では、株主のみなさまの声をお聞かせいただくため、アンケートを実施いたします。 
誠にお手数ではございますが、同封のアンケートハガキにご記入のうえ、ご投函くださいますようお願い申し上
げます。アンケートにご協力いただきました方の中から、抽選で300名の方に、当社プライベート・ブランド商品を
プレゼントさせていただきます。（当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。） 
尚、アンケートのご返送は、2011年1月7日までにお願いいたします。 
 
　昨年12月に実施したアンケートでは、1,744名の方にご回答いただきました。ご協
力ありがとうございました。ご回答いただいた方の中から、抽選で300名の方に、当
社のプライベート･ブランド商品の詰め合わせを送付いたしました。今年も、みなさ
まに喜んでいただける商品を現在選定しております。ご期待ください。 

投資家説明会の様子 会場にはPB商品の展示も行ないました。 

前回のプレゼント商品 
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