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1.  平成24年3月期の業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

24年3月期 106,975 2.9 191 △53.3 392 △38.1 328 ―
23年3月期 103,918 0.4 408 △45.9 633 △36.0 18 △97.9

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 営業収益営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 9.89 ― 1.5 0.5 0.2
23年3月期 0.55 ― 0.1 0.9 0.4

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3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

24年3月期 73,916 21,636 29.3 651.39
23年3月期 73,776 21,608 29.3 650.52

（参考） 自己資本   24年3月期  21,636百万円 23年3月期  21,608百万円

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

24年3月期 1,607 △2,079 33 1,588
23年3月期 1,687 △2,996 1,965 2,014

2.  配当の状況 

 

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 ％ ％

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 333 1,818.2 1.5
24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 332 101.1 1.5
25年3月期(予想) ― 5.00 ― 5.00 10.00 66.4

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％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) 55,900 3.8 300 △32.2 360 △34.8 170 △54.7 5.12
通期 112,300 5.0 920 381.6 1,050 167.7 500 52.1 15.05



※  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） 

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） 24年3月期 39,611,134 株 23年3月期 39,611,134 株
② 期末自己株式数 24年3月期 6,394,502 株 23年3月期 6,393,182 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 33,217,350 株 23年3月期 33,390,642 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査の手続きの対象外であり、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
の監査手続きは終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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仮定及び業績予想のご利用に当っての注意事項等について 
  は、添付資料の２ページをご覧下さい。  
 
２． 決算補足説明資料につきましては、TDnetで平成24年５月10日に開示し、同日、当社ホームページに掲載いたします。 
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(1) 経営成績に関する分析 

  

① 当期の経営成績 

当事業年度は、東日本大震災からの復旧の動きが進む一方で、電力不足の懸念や長期化する円高などの影響に

より、国内景気の先行きは依然として厳しい状況が続き、消費の先行きも、生活防衛意識の高まりなどから、不

透明な状況が続いております。 

このような消費環境のもと、「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、商品政策において、「価値ある安さ」をお客様に提供するべく、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。 

また、ご家庭で必要な商品を一箇所でお買い物していただけるように、取扱い商品の幅を広げる取り組みも行

なっております。薬事法改正以降医薬品の導入を拡げ、当事業年度中に医薬品取扱店舗は10店舗増加し、30店舗

となりました。 

当事業年度の新規出店につきましては、５月に京王堀之内店（東京都八王子市）、６月に姪浜店（福岡県福岡

市）、12月に取手店（茨城県取手市）を開店しました。また、既存店の活性化対策として、11月に白水店（福岡

県春日市）を、小商圏・高頻度型の小型店舗「Select」へと改装いたしました。京王堀之内店はディスカウント

ストアの大型店（2,000坪）、姪浜店は中型店（1,300坪）、取手店は従来のMrMaxの品揃えに生鮮食品を加えた

「スーパーセンター」（2,300坪）の出店であり、出店形態の多様化による多店化を進めております。 

当事業年度の経営成績は、家電エコポイント終了や地上デジタル放送移行の反動で、家電部門が売上げを落と

しましたが、加工食品など食卓のトータルな商品提供を行うべく品揃えを拡充した食品部門や、医薬品取扱い店

舗を拡大したＨＢＣ部門が売上げを伸ばし、売上高に不動産賃貸収入を加えた営業収益は1,069億75百万円（前期

比2.9％増）と増収となりました。 

収益面においては、営業収益が増収となったこと、また売上総利益率が改善したことなどにより、営業総利益

は前期比5.3％増の266億38百万円となりましたが、販売費及び一般管理費は、新規開店に伴う経費の増加などに

より前期比6.3％増の264億47百万円となりました。これらの結果、営業利益は１億91百万円（前期比53.3％減)、

経常利益は３億92百万円（前期比38.1％減）、当期純利益は３億28百万円（前期比1,673.6％増）となりました。 

  

② 次期の見通し 

次期の見通しは以下のとおりです。 

   ・業績見通し 営業収益           1,123億円 

           営業利益             9億2千万円 

          経常利益             10億5千万円 

          当期純利益            5億円 

          １株当たり当期純利益     15円05銭 

  

＊ 店舗数は、期中の開店１店舗により、期末店舗数は51店舗を予定しております。 

＊ 既存店売上高前年比は103.3％を見込んでおります。 

＊ １株当たり予想当期純利益の計算においては、自己株式の購入、単元未満株の買取・買増し請求、役員賞与等

を考慮せず、当期末の自己株式控除後発行済株式数をもって計算しております。 

＊ 将来予測に関する記載には、発表日時点までに入手可能な情報に基づいた経営判断や前提が含まれておりま

す。そのため、諸与件の変化により、実際の業績などは将来予測に関する記載とは大きく異なる結果となる可

能性があります。 

  

１．経営成績
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(2) 財政状態に関する分析 

  

① 資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

 当事業年度末における当社の総資産は、現金及び預金が減少した一方で、店舗数の増加に伴い商品在庫が増

加したことなどにより、前事業年度末に比べて１億40百万円増加し、739億16百万円となりました。 

（負債） 

 負債は、支払手形や長期預り保証金が減少する一方で、借入金と未払法人税等が増加したことなどにより、

前事業年度末に比べ１億12百万円増加し、522億79百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産は、前事業年度末に比べ28百万円増加し、216億36百万円となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税引前当期純利益が７億21百万円となり、減価償却費19億38百万円を計上した一方で、たな卸資産が10億83

百万円増加した結果、営業活動により得られた資金は16億７百万円となりました。 

（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16億42百万円、預り敷金及び保証金の返還による支出７億75百万円などによ

り、投資活動の結果使用した資金は20億79百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

借入金の増加４億55百万円に対し、配当金の支払い３億32百万円などの支出があり、財務活動により得られ

た資金は、33百万円となりました。 

これらの結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ４億26百万円減少

し、15億88百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フロー関連指標の推移）  

  

（注）自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 ＊１ 

キュッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業活動キャッシュ・フロー ＊２ 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業活動キャッシュ・フロー／利払い ＊２ 

  

＊１ 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。  

＊２ 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すべての負債を対象と

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。 

   

   H22/３期 H23/３期 H24/３期 

自己資本比率（％）  31.1  29.3  29.3

時価ベースの自己資本比率（％）  19.6  13.5  15.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  9.0  14.6  15.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  8.4  5.5  5.4
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  

① 利益配分に関する基本方針  

  当社は、配当の継続を重視しております。ここ数年、１株当たり年間10円の配当を継続しておりますが、１株

当たり当期純利益を33円以上に高めることにより、配当性向を30％前後まで引下げることを目標といたしており

ます。 

 内部留保資金は主として、店舗・ショッピングセンターの新設、増床、改装や、物流・仕入に関する情報シス

テム投資、また、採用・教育・配転など組織力強化のための人材投資に活用し、業容の拡大と経営基盤の強化に

つなげてまいります。 

 また、平成16年６月の株主総会決議により、取締役会の決議をもって自己株式を取得できるよう定款を変更い

たしました。株主価値の維持・向上のため、機動的な資本政策を実施するよう努めております。 

  

② 平成24年３月期の株主還元について  

当期の１株当たり配当金につきましては、中間配当金を５円とさせていただきました。期末配当金につきまし

ても、１株当たり５円を予定しており、年間配当10円の継続を予定しております。（期末配当金の支払開始日

は、平成24年６月25日を予定しております。）  

  

③ 平成25年３月期の株主還元について  

 配当金の決定及び内部留保資金の主な使途については、上記の利益配分に関する基本方針に基づいて実行して

まいります。年間配当については引き続き１株当たり10円（中間５円、期末５円）を予定しております。 

  

  

 当社は、小売業及びこれに付随する業務を行っております。 

 当社の主要な事業内容は次のとおりです。 

  

２．企業集団の状況

① 家電 テレビ等の映像機器、オーディオ、通信機器、冷蔵庫等の台所

用家電品、洗濯機等の家事用家電品、照明用品、エアコン等の

季節家電品等の販売 

  

② アパレル 実用衣料品、子供・ベビー衣料品、紳士衣料品、婦人衣料品、

シューズ、服飾雑貨品、時計・宝飾品等の販売 

  

③ 住生活 ペット用品、自転車、スポーツ用品、カー用品、玩具、文具、

園芸・ＤＩＹ用品、台所用品、日用雑貨品、インテリア・収納

用品等の販売 

  

④ ＨＢＣ（Health and Beauty Care） 洗剤・化粧品、紙綿、医薬品等の販売 

  

⑤ 食品 菓子、飲料、加工食品、米、酒、日配食品等の販売 

  

⑥ ショッピングセンター運営による店舗賃貸 
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当社は、「お客様の普段の暮らしをより豊かに、より便利に、より楽しく」を経営理念として掲げ、お客様に満足

していただける商品やサービスを、毎日低価格（エブリデイ・ロープライス）で提供し続けることを経営の目的とい

たしております。 

  

【重点施策と概要】 

  

(1) 「価値ある安さ」の追求 

少子高齢化、地方と都市の格差、所得格差の拡大など、消費の先行きに不透明な要素が広がる一方で、小売業界

では、業態の垣根を越えて競争はますます厳しさを増しています。 

当社が目指す「ディスカウントストア」の強みは、決して「安かろう、悪かろう」ではなく、デザインや品質に

も満足していただける「価値ある安さ」です。 

当事業年度におきましては、充電式シェーバーや「やわらかタオル」などの生活必需品や、58円のポテトチップ

ス、399円の低価格ワインなどの消耗頻度が高く消費量の多い商品のプライベート・ブランド化に取り組んでまい

りました。また、お客様の節電への関心の高まりに応える商品として、夏は水に濡らして首に巻くとひんやりする

涼感商品「クールスカーフ」、冬には身体から出る湿気を吸収し発熱する肌着「発熱インナー」を商品開発し、お

客様のニーズの変化に応じたプライベート・ブランド商品の開発を進めております。平成25年３月期におきまして

もプライベート・ブランド商品づくりを推進し、「価値ある安さ」の提供に取り組んでまいります。 

  

(2) 出店形態の多様化による多店化の推進 

出店形態を多様化し、出店を加速させる取り組みを行なっております。そのための収益モデルとして、「ディス

カウントストア」を基本フォーマットに、2,000坪クラスの大型店、1,200坪クラスの中型店、700坪クラスの小型

店のディスカウントストアの３つのタイプと、従来のディスカウントストアの品揃えに生鮮食品を加えた「スーパ

ーセンター」を合わせた、４つの店舗モデルの構築を進めております。商圏に応じた柔軟な出店を行い、多店化を

進めてまいります。 

当事業年度におきましては、３店舗の新規開店と１店舗の既存店改装で、４つの店舗モデル全ての出店をいたし

ました。平成25年３月期におきましては、「スーパーセンター」での新規出店１店舗を予定しております。店舗数

の増加により、より多くのお客様にＭｒＭａｘの「価値ある安さ」に満足していただけるよう努めてまいります。

 

(3) ローコスト・オペレーションへの取り組み 

「価値ある安さ」を実現し、店舗ごとの営業利益の増大を図るために、仕入先からお客様にお買上いただくまで

の商品の流れを効率化し、店舗での作業改革を継続してまいります。当事業年度におきましては、中国地区店舗へ

の配送の効率化を図るため、９月に「広島物流センター」を稼動させました。また、海外で商品開発した商品の集

約拠点として４月に上海に物流センターを開設しました。平成25年3月期におきましても、引き続き物流の刷新に

よる業務効率化と物流コストの削減を進めてまいります。また、仕入先との商品情報交換の密度を高め、自動補充

システムの対象商品を拡大し、お客様にご満足いただける売場をローコストで実現する取り組みを継続してまいり

ます。 

  

(4)  法令遵守への取り組み 

 ＭｒＭａｘの社員１人１人が果たすべき行動指針をまとめた「ミスターマックス行動規範」及び各種法令の遵守

状況について、弁護士と危機管理の専門家を社外委員とする「コンプライアンス委員会」を定期的に開催し、問題

点の早期発見と改善策の徹底に努めております。 

３．経営方針

株式会社ミスターマックス（8203）　平成24年3月期　決算短信

－ 5 －



４．財務諸表 
 (1) 貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,968 1,302

売掛金 1,239 1,152

有価証券 46 285

商品 8,116 9,192

貯蔵品 60 67

前払費用 448 472

繰延税金資産 579 670

未収入金 207 257

未収還付法人税等 77 －

その他 356 394

流動資産合計 13,101 13,796
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

固定資産   

有形固定資産   

建物 32,512 33,559

減価償却累計額 △17,204 △18,227

建物（純額） 15,307 15,332

構築物 4,505 4,598

減価償却累計額 △3,724 △3,831

構築物（純額） 781 767

車両運搬具 37 38

減価償却累計額 △34 △35

車両運搬具（純額） 3 3

工具、器具及び備品 4,369 4,703

減価償却累計額 △3,106 △3,499

工具、器具及び備品（純額） 1,262 1,203

土地 27,389 27,369

リース資産 1,309 1,309

減価償却累計額 △95 △184

リース資産（純額） 1,213 1,124

建設仮勘定 10 27

有形固定資産合計 45,967 45,828

無形固定資産   

ソフトウエア 438 330

電話加入権 25 25

無形固定資産合計 463 355

投資その他の資産   

投資有価証券 405 506

出資金 0 0

長期貸付金 236 12

長期前払費用 1,510 1,477

繰延税金資産 513 482

敷金 4,332 4,597

差入保証金 6,436 6,484

店舗賃借仮勘定 275 －

その他 539 378

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 14,244 13,935

固定資産合計 60,675 60,119

資産合計 73,776 73,916
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 7,316 6,592

買掛金 6,867 7,171

短期借入金 － 625

1年内返済予定の長期借入金 8,486 8,053

リース債務 88 88

未払金 1,661 2,002

未払費用 23 21

未払法人税等 － 482

前受金 163 110

預り金 1,112 1,174

前受収益 198 200

賞与引当金 350 350

設備関係支払手形 114 78

資産除去債務 － 12

その他 7 2

流動負債合計 26,391 26,966

固定負債   

長期借入金 16,112 16,375

リース債務 1,124 1,035

退職給付引当金 517 557

長期前受収益 292 265

長期預り敷金 3,999 3,830

長期預り保証金 2,675 2,172

資産除去債務 840 874

その他 213 200

固定負債合計 25,776 25,312

負債合計 52,167 52,279
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,229 10,229

資本剰余金   

資本準備金 9,944 9,944

その他資本剰余金 6 6

資本剰余金合計 9,951 9,951

利益剰余金   

利益準備金 526 526

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 40 75

別途積立金 2,120 2,120

繰越利益剰余金 1,424 1,385

利益剰余金合計 4,111 4,107

自己株式 △2,593 △2,593

株主資本合計 21,698 21,694

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △85 △57

繰延ヘッジ損益 △4 －

評価・換算差額等合計 △89 △57

純資産合計 21,608 21,636

負債純資産合計 73,776 73,916
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 (2) 損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 99,604 102,562

売上原価   

商品期首たな卸高 7,349 8,116

当期商品仕入高 79,387 81,413

合計 86,737 89,530

商品期末たな卸高 8,116 9,192

商品売上原価 78,621 80,337

売上総利益 20,982 22,225

不動産賃貸収入 4,313 4,413

営業総利益 25,296 26,638

販売費及び一般管理費   

販売費 4,988 5,101

一般管理費 19,899 21,346

販売費及び一般管理費合計 24,887 26,447

営業利益 408 191

営業外収益   

受取利息 111 104

仕入割引 150 94

受取手数料 226 227

その他 114 135

営業外収益合計 601 561

営業外費用   

支払利息 342 330

その他 35 29

営業外費用合計 377 360

経常利益 633 392

特別利益   

投資有価証券売却益 7 0

テナント解約収入 42 196

収用補償金 － 167

補助金収入 － 61

特別利益合計 49 425

特別損失   

固定資産除却損 9 68

固定資産売却損 － 13

投資有価証券売却損 53 －

投資有価証券評価損 2 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 305 －

災害による損失 61 －

割増退職金 － 13

特別損失合計 433 95

税引前当期純利益 249 721

法人税、住民税及び事業税 99 481

法人税等調整額 131 △88

法人税等合計 231 393

当期純利益 18 328
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 10,229 10,229

当期末残高 10,229 10,229

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 9,944 9,944

当期末残高 9,944 9,944

その他資本剰余金   

当期首残高 6 6

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 6 6

資本剰余金合計   

当期首残高 9,951 9,951

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 9,951 9,951

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 526 526

当期末残高 526 526

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

当期首残高 43 40

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 － 34

圧縮記帳積立金の取崩 △3 △4

圧縮記帳積立金の税率変更による増
加

－ 5

当期変動額合計 △3 35

当期末残高 40 75

別途積立金   

当期首残高 2,120 2,120

当期末残高 2,120 2,120

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,736 1,424

当期変動額   

剰余金の配当 △334 △332

圧縮記帳積立金の積立 － △34

圧縮記帳積立金の取崩 3 4

圧縮記帳積立金の税率変更による増
加

－ △5

当期純利益 18 328

当期変動額合計 △312 △38

当期末残高 1,424 1,385
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 4,426 4,111

当期変動額   

剰余金の配当 △334 △332

当期純利益 18 328

当期変動額合計 △315 △3

当期末残高 4,111 4,107

自己株式   

当期首残高 △2,542 △2,593

当期変動額   

自己株式の取得 △51 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △51 △0

当期末残高 △2,593 △2,593

株主資本合計   

当期首残高 22,065 21,698

当期変動額   

剰余金の配当 △334 △332

当期純利益 18 328

自己株式の取得 △51 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △366 △3

当期末残高 21,698 21,694

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △74 △85

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11 27

当期変動額合計 △11 27

当期末残高 △85 △57

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 4 △4

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8 4

当期変動額合計 △8 4

当期末残高 △4 －

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △70 △89

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19 32

当期変動額合計 △19 32

当期末残高 △89 △57

株式会社ミスターマックス（8203）　平成24年3月期　決算短信

－ 12 －



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 21,995 21,608

当期変動額   

剰余金の配当 △334 △332

当期純利益 18 328

自己株式の取得 △51 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19 32

当期変動額合計 △386 28

当期末残高 21,608 21,636
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 249 721

減価償却費 1,849 1,938

賞与引当金の増減額（△は減少） △41 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39 39

受取利息及び受取配当金 △118 △113

支払利息 342 330

投資有価証券売却損益（△は益） 46 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 2 －

収用補償金 － △167

補助金収入 － △61

テナント解約収入 △42 △196

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 305 －

災害損失 61 －

有形固定資産売却損益（△は益） － 13

固定資産除却損 9 68

売上債権の増減額（△は増加） △219 33

たな卸資産の増減額（△は増加） △766 △1,083

仕入債務の増減額（△は減少） 919 △340

その他 △220 440

小計 2,417 1,624

利息及び配当金の受取額 20 15

利息の支払額 △306 △299

法人税等の支払額 △443 △96

法人税等の還付額 － 164

収用補償金の受取額 － 137

補助金の受取額 － 61

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,687 1,607
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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 △1,962 △1,642

有形固定資産の売却による収入 － 6

無形固定資産の取得による支出 △236 △28

投資有価証券の取得による支出 △73 △61

投資有価証券の売却による収入 138 1

敷金及び保証金の差入による支出 △731 △383

敷金及び保証金の回収による収入 328 403

預り敷金及び保証金の受入による収入 201 193

預り敷金及び保証金の返還による支出 △503 △775

店舗賃借仮勘定の支出 △170 －

その他 12 207

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,996 △2,079

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） － 625

長期借入れによる収入 11,000 9,000

長期借入金の返済による支出 △8,576 △9,169

自己株式の取得による支出 △51 △0

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △334 △332

リース債務の返済による支出 △72 △88

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,965 33

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 650 △426

現金及び現金同等物の期首残高 1,364 2,014

現金及び現金同等物の期末残高 2,014 1,588
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該当事項はありません。 

  

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。 

  

前事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）及び当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成

24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）及び当事業年度（自  平成23年４月１日  至  平成

24年３月31日） 

当社は、小売及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

    

  （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）追加情報

(7）財務諸表に関する注記事項

（持分法損益等）

（セグメント情報等）

セグメント情報

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

１株当たり純資産額 円650.52

１株当たり当期純利益金額 〃0.55

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

１株当たり純資産額 円651.39

１株当たり当期純利益金額 〃9.89

  
前事業年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  18  328

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）  18  328

普通株式の期中平均株式数（千株）  33,390  33,217

（重要な後発事象）
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