


株主のみなさまにおかれましては、ますます

ご清祥のことと拝察申し上げます。 

平素は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

このたびの東日本大震災により被災された

皆様には、心よりお見舞申し上げますとともに、

一日も早い復旧をお祈り申し上げます。 

2011年3月31日をもちまして、第62期（2010

年4月１日から2011年3月31日まで）が終了い

たしましたので、ここに当期の事業の概況

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 

第62期の業績について  

　当事業年度は、リーマンショックに端を発した景

気低迷の影響に緩やかな改善の動きがみられた

ものの、雇用や所得などは引き続き厳しい状況が

続きました。また、2011年3月11日に発生した東日

本大震災により、消費の先行きも不透明な状況と

なっております。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。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、当事業年度における

プライベート・ブランド商品の売上高は、前期比27.0

％増の163億61百万円となりました。 

　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7店舗増加し、20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、8月に南

01



売上計上方法変更による 
営業収益への影響 

四半期営業利益の平準化 

船橋店（千葉県船橋市）、11月に春日店（福岡県

春日市）、12月に越谷店（埼玉県越谷市）、吉塚店

（福岡県福岡市）を開店し、期末店舗数は48店舗

となりました。 

　当事業年度の経営成績は、売上高に不動産賃

貸収入を加えた営業収益が1,039億18百万円

（前期比0.4%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5.2％増の252億96百万円と

なりました。販売費及び一般管理費は、広告宣伝

費や物流費を削減する一方で、出店に伴う費用

の増加を補えず、営業利益は4億8百万円（前期

比45.9%減）、経常利益は6億33百万円（前期比

36.0%減）となりました。 

　当期純利益につきましては、資産除去債務会

計基準の適用に伴う影響額3億5百万円を特別

損失に計上したことなどにより、18百万円（前期比

97.9%減）となりました。 

　なお、期末配当金は1株当たり5円をお支払いい

たします。中間配当金とあわせた年間配当金は

1株当たり10円となります。 

（億円） 

09/3期 10/3期 11/3期 

営業収益 

900

1,000

1,100

964

1,034

1,090億円 
前期比5.4％増収 

1,090

1,039

従来の売上高計上方法の場合、 
当期の営業収益は、 

売上計上方法 
変更に伴う影響 
△51億円 

（百万円） 

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 
-250

0

250

500
09/3期 10/3期 11/3期 

当事業年度より、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いたもの
を、売上高と売上原価を相殺して純額にて売上高を計上す
る方法に変更しております。 

当事業年度において、第1四半期は天候不順の影響などを
受け低調でしたが、第2・第3四半期は新店4店舗の開店で
投資負担が生じながらも利益を確保し、第4四半期では増益
となりました。 
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「価値ある安さ」の追求 

　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、エコポイント対象地

上波デジタル液晶テレビや涼感商品「クールス

カーフ」、インスタント・スープなどプライベート・ブラン

ド商品の強化に取り組んでまいりましたが、引き続

き2012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。 

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、スーパーセンター2

店舗、大型店1店舗、中型店1店舗を出店いたしま

した。2012年3月期におきましては、新規出店3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。 

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、積載効率の向上や店舗配送の効

率化を行なうことで、店舗数を増やしながらも物流

費を削減する成果を得ました。今後、さらに物流

業務を効率化することによりコストの削減を進めて

まいります。また、仕入先との情報共有の密度を高

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。 

 

　株主のみなさまにおかれましては、引き続きご

支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

今後の課題と取り組みについて 
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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　期 

2010年4月1日から 
2011年3月31日まで 

前　期 
2009年4月1日から 
2010年3月31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 

法人税等 

103,918 

99,604 

4,313 

78,621 

20,982 

25,296 

24,887 

408 

601 

377 

633 

49 

433 

249 

231 

18

103,482 

99,178 

4,303 

79,446 

19,732 

24,035 

23,279 

756 

602 

369 

989 

113 

71 

1,031 

140 

891

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減額 

現金及び現金同等物の期末残高 

科　　　目 
当　期 

2010年4月1日から 
2011年3月31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 

1,687 

△ 2,996 

1,965 

△ 5 

650 

1,364 

2,014

キャッシュ・フロー計算書（要旨） 

（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、当事

業年度の売上高及び売上原価は51億22

百万円減少しております。 

（資産除去債務会計基準の適用） 

当事業年度より、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事業年度に

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。 

（災害による特別損失の計上） 

2011年3月11日に発生した東日本大震災

に際し、被災地への義援金や支援物資の

提供及び関東地区の店舗等における建

物や商品の被害額61百万円を特別損失

として計上しました。 

当期純利益 

ポイント解説 

前　期 
2009年4月1日から 
2010年3月31日まで 

2,467 

△ 2,603 

△ 582 

△ 2 

△ 720 

2,084 

1,364
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26,391 
7,316 
6,867 
8,486 
88 

3,632 
25,776 
16,112 
1,124 
3,999 
2,675 
1,864

負債の部 
流動負債 
　　　　  支払手形 
　　　　  買掛金 
　　　　  １年内返済予定の長期借入金 
　　　　  リース債務 
　　　　  その他 
固定負債 
　　　　  長期借入金 
　　　　  リース債務 
　　　　  長期預り敷金 
　　　　  長期預り保証金 
　　　　  その他 

73,776

13,101 
1,968 
1,239 
8,116 
1,776 
60,675 
45,967 
16,088 
27,389 
1,213 
1,275 
463 

14,244 
4,332 
6,436 
3,475

（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 
　　　　  建物及び構築物 
　　　　  土地 
　　　　  リース資産 
　　　　  その他 
　　 無形固定資産 
　　 投資その他の資産 
　　　　 敷金 
　　　　 差入保証金 
　　　　 その他 

貸借対照表（要旨） 

21,698 
10,229 
9,951 
4,111 

△ 2,593 
△ 89

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 

（%） （億円） 

09/3期 10/3期 11/3期 

■純資産・自己資本比率 
純資産 自己資本比率 

0

100

200

300

400

0

10

20

30

40

214

（倍） （億円） 

09/3期 10/3期 11/3期 

■有利子負債・デットエクイティレシオ 

0

100

200

300

有利子負債 デットエクイティレシオ 

1.01

221

0.00

1.50

1.00

0.50

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 

219 216

30.7 31.1 29.3

224

1.051.05

店舗数の増加に伴う商品在庫の増加や、
現金及び預金の増加などにより、前事業
年度末に比べ30億39百万円増加して
737億76百万円となりました。 

借入金や買掛金の増加などによ
り、前事業年度末に比べ34億25
百万円増加して521億67百万円
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3億86
百万円減少し216億8百万円
となりました。 

73,776 70,737負債純資産合計 
21,608純資産合計 

純資産の部 
52,167

25,398 
7,368 
5,816 
7,725 
66 

4,421 
23,344 
14,450 
773 

4,037 
3,066 
1,015

70,737

11,496 
1,317 
1,146 
7,349 
1,682 
59,241 
44,974 
15,727 
27,367 
840 

1,039 
373 

13,892 
3,805 
6,261 
3,826

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

△ 2,542 
△ 70

21,995

48,742負債合計 

科　　　目 当　期 
（2011年3月31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 1.14

245

1.14
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1.011.05 1.14

新店オープン 

ＭｒＭａｘ越谷ショッピングセンター 
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16番6号 

首都圏への出店の加速 
2010年12月、埼玉県初出店となるＭｒＭａｘ越谷

ショッピングセンターを越谷市にオープンしました。

これまで1階平屋建で前面駐車場を有するオープン

モール型のショッピングセンターを主軸としてきた当

社にとって、初めて多層階型のショッピングビルとし

て出店した自社開発ショッピングセンターです。 

地下１階・地上１階がＭｒＭａｘ越谷店の売場、2階

が物販や飲食、サービスなどのテナントフロア、3階

及び屋上が駐車場となっています。ＭｒＭａｘ越谷

店は、従来の品揃えに生鮮食品を加えた新たな業

態「スーパーセンター」の4店舗目で、普段の暮らし

に必要な商品が一箇所で揃う便利さを訴求してい

ます。 

商圏人口が厚い首都圏は、西日本地区の都市部と

共に、主力出店エリアと位置づけており、2011年5月

には、東京都2号店となるＭｒＭａｘ京王堀之内店を

八王子市にオープンしました。 

 
出店形態の多様化 
2010年12月ＭｒＭａｘ吉塚店、2011年6月には

ＭｒＭａｘ姪浜店を福岡市にオープンしました。いず

れも、売場面積1,200坪前後の中型ディスカウントスト

アで、近隣に立地する当社の既存の大型店と共に、

福岡市近郊の購買占拠率の向上を図ります。 

ディスカウントストア（ＤＳ）を基本フォーマットに4つの店舗モデルの構築 

SuC小型DS

Select
中型DS 大型DS
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プライベート･ブランドの新商品 

圧倒的な低価格を打ち出した 
インスタント･スープ 
お湯で溶くだけで、簡単にクリーミーなスープができ

るインスタントスープです。8食入りで税込195円で販

売しています。1食あたり25円という、圧倒的な安さ

を実現しました。 

スーパースイートコーン種を使用し、とうもろこしと野

菜の豊かなコクと旨みが特徴のなめらかでクリーミ

ーな「コーンポタージュ」と、国産じゃがいもを使用し、

たまねぎの旨みでじゃがいものおいしさを引き立た

せた、まろやかでクリーミーな味わいの「ポタージュ」

の２種類があります。 

昨年10月の販売開始から、半年間で60万個、1億

円以上を販売する大ヒット商品です。 

 

＊チャリティＴシャツは予定量が終了次第、販売を終了いた 
  します。 

ＭｒＭａｘでは、品質と価格のバランスが優れた商品「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、プライベート･ブランド商品づくりに取り組んでおります。ここでは、そんなプライベート･ブランド商品の

新商品をご紹介します。 

東日本大震災被災地支援の 
チャリティＴシャツ販売 

昨年より実施してまいりました、地元九州のクリエイ

ターf-adc（福岡アートディレクターズクラブ）とのコラ

ボレーション企画「デザインTシャツプロジェクト」を

今年も実施いたします。『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35人のクリエイターたち

による、35種のメッセージＴシャツを、5月19日より

ＭｒＭａｘ全店とＭｒＭａｘオンライン･ショップ

（http://shop.mrmax.co.jp/）で独占販売いたして

おります。今回は、3月11日に発生いたしました東日

本大震災を受け、復興のために何かできないかとい

う思いから、「着ることで、できること。」と銘打ち、この

デザインＴシャツの売上げの20％を被災地への義援

金として寄付いたします。 
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社会とともに　～MrMaxの社会貢献活動～ 
東日本大震災の被災地支援の 
取り組み 
3月11日に発生した東日本大震災で被災された地域

の一日も早い復興を願い、企業としての支援活動と

して、義援金の寄付と物資支援を実施いたしました。 

義援金に関しては、会社から3,000万円と従業員の

互助会の積立から1,000万円の合計4,000万円を日

本赤十字社を通して、寄附いたしました。 

物資支援に関しては、3月にマスクや毛布、お菓子な

どの緊急支援物資を福岡県などを通して被災地に

お届けし、また、4月に入ってからは、宮城県教育庁と

連携をとり、500個のランドセルを宮城県にお届けしま

した。 

また、店舗及び事業所において、義援金の募金活動

を行い、お客様ならびに従業員から集められた募金

は、日本赤十字社を通して、寄附いたします。 

 

新燃岳噴火による降灰被災地域に 
対する支援物資寄贈 
新燃岳噴火による降灰被災地の皆様に支援物資と

して、2011年2月に使い捨てマスク39万枚を宮崎県

都城市役所にお届けいたしました。 

後日、都城市役所を通して、都城市にお住まいの小

中学生の皆さんから、支援に対するお礼のお手紙を

いただきました。 

 

都城市の小学生の方から届けられたお礼のお手紙 
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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 
792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/

会社概要（2011年3月31日現在） 役員の状況（2011年6月24日現在） 

持株数（単位：千株） 

株 主 名  持 株 数  

6,435  

1,947  

1,878  

1,414  

1,325  

1,324  

1,289  

801  

763  

743 

ヒ ラ ノ マ ネ ー ジ メ ン ト ビ ー ヴ イ  

平 野 能 章  

有 限 会 社 W a i z H o l d i n g s  

株 式 会 社 福 岡 銀 行  

M r M a x 社 員 持 株 会  

ミ ス タ ー マ ッ ク ス 取 引 先 持 株 会  

日本トラストティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 

日 本 興 亜 損 害 保 険 株 式 会 社  

平 野 耕 司  

平 野 淳 子  

●所有者別株式分布状況 

東北地方 
61千株 
0.1%

関東地方 
7,475千株 
18.9%

中部地方 
623千株 
1.6%

近畿地方 
1,257千株 
3.2%

中国地方 
542千株 
1.3%

九州地方 
20,547千株 
51.9%

海外 
8,901千株 
22.5%

四国地方 
155千株 
0.4%

●地域別株式分布状況 
北海道 
47千株 
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6,393千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 
10,902千株 
27.5％ 

外国法人等 
8,905千株 
22.5％ 

その他の法人 
4,330千株 
10.9％ 

その他 
2,664千株 
6.7％ 

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  

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） 

管理本部長 

商品本部長 

開発本部長 

ＳＣＭ本部長 

営業本部長 

平 野能章  

小 田康徳  

佐 藤昭彦  

中 野英一  

杉 本定士  

内 座優典  

樋 口一夫  

吉 田康彦  

古 屋泰生  

多 川一成  

役  名 職  名 氏  名 

株式の状況（2011年3月31日現在） 
●会社が発行する株式の総数 

●発行済株式の総数 

　（注）当期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 

80,000,000株 
39,611,134株 

 
100株 

10,161名 
自己株式 
6,393千株 
16.2％ 

自己株式 
6,393千株 
16.2％ 

金融機関・金融商品取引業者 
6,414千株 
16.2％ 

金融機関・金融商品取引業者 
6,414千株 
16.2％ 
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自己株式 
6,393千株 
16.2％ 

金融機関・金融商品取引業者 
6,414千株 
16.2％ 

【関東地区】 
東京都  Tel番号  
 町田多摩境店 042-775-2311  
 京王堀之内店 042-677-3322  
神奈川県     
 湘南藤沢店 0466-35-7777  
千葉県     
 千葉美浜店 043-302-0381  
 おゆみ野店 043-300-5505  
 新習志野店 047-408-1160  
 南船橋店 047-495-1400  
埼玉県    
 越谷店 048-993-7000  
群馬県     
 倉賀野店 027-346-8181  
 伊勢崎店 0270-26-8181  
    
    

【中国地区】 
岡山県     
 岡山西店 086-242-1500  
広島県     
 八本松店 082-428-7633  
 新神辺店 084-963-7711  
山口県     
 末武店 0833-41-5200  
 綾羅木店 083-255-4300  
 宇部店 0836-58-1000  
 柳井店 0820-23-8880  
 山口店 083-921-8300 

【九州地区】 
福岡県    
 長住店 092-551-2345 
 Select野芥店 092-863-2345 
 橋本店 092-811-6800 
 姪浜店 092-891-7320 
 土井店 092-691-7111 
 吉塚店 092-621-8500 
 白水店 092-501-2000 
 大野城店 092-591-1800 
 春日店 092-595-8700 
 筑紫野店 092-927-3400 
 粕屋店 092-623-1001 
 Select篠栗店 092-948-5100 
 新宮店 092-963-5010 
 宗像店 0940-32-8111 
 本城店 093-692-5500 
 八幡西店 093-618-7733 
 久留米インター店 0942-45-7300 
 大牟田店 0944-43-2500 
 飯塚花瀬店 0948-21-0123 
 田川バイパス店 0947-46-1011 
佐賀県    
 北茂安店 0942-89-1550 
 佐賀店 0952-41-6300

長崎県    
 長崎店 095-818-1110 
 時津店 095-860-2201 
熊本県    
 熊本南店 096-311-2555 
 熊本インター店 096-380-7788 
 松橋店 0964-32-4111 
 山鹿店 0968-43-8800 
大分県    
 宇佐店 0978-34-9770 
 中津店 0979-23-2345 
 佐伯店 0972-23-6511 
宮崎県    
 日向店 0982-53-5251

店舗一覧（2011年6月24日現在） 

地図や営業時間などの基本情報から、お得なチラシ情報まで、ホームページに詳しく掲載しています。 
店舗情報ページ　http://www.mrmax.co.jp/shop/

10




