
                   

平成 20年 10月 8日 

各      位 
会 社 名 株式会社マツヤ 
代表者名 代表取締役社長  小山 光作 
（ＪＡＳＤＡＱコード番号：７４５２） 
 問合せ先 取締役財務本部長 本多 佐年 
電話番号 026－241－1314(代表) 

 

  投資有価証券評価損の計上及び平成 21 年 2 月期中間（連結・個別）業績予想との差異 

並びに通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ 

 

平成21年2月期中間期において「その他有価証券」に区分される保有有価証券のうち、時価が著しく下落

し、その回復があると認められないものについて、減損処理による投資有価証券評価損を計上する必要が生

じましたのでお知らせいたします。 

また、平成20年4月18日の決算発表時に公表した平成21年2月期（平成20年3月1日～平成21年2月28日）

の業績予想を修正いたしましたので、併せてお知らせいたします。 

記 

１．平成 21 年 2 月期 中間期の投資有価証券評価損の総額 

  （連 結） 

(A) 平成 21 年 2 月期 中間期の投資有価証券評価損の総額 112 百万

(B) 平成 20 年 2 月期の純資産総額 （A/B×100） 
3,247 百万

（3.4％）

(C) 最近 5 事業年度の経常利益の平均額 （A/C×100）  
383 百万

（29.2％）

(D) 最近 5 事業年度の当期純利益の平均額 （A/D×100） 
115 百万

（97.4％）

   

  （個 別） 

(A) 平成 21 年 2 月期 中間期の投資有価証券評価損の総額 112 百万

(B) 平成 20 年 2 月期の純資産総額 （A/B×100） 
3,144 百万

（3.6％）

(C) 最近 5 事業年度の経常利益の平均額 （A/C×100）  
398 百万

（28.1％）

(D) 最近 5 事業年度の当期純利益の平均額 （A/D×100） 
48 百万

（233.3％）

（ご参考）当社の中間決算期末は、8月 31 日であります。 



２．今後の見通し 

  平成 20年 4月 18日の決算発表時に公表した平成 21年 2月期（平成 20年 3月 1日～平成 21年 2月

28 日）の業績予想につきましては、下記のとおり修正いたします。なお、通期の配当予想については、変更

ありません。 

 

（1） 平成 21 年 2 月期 連結業績予想数値の修正等 

  ①中間期 （平成 20年 3月 1日～平成 20年 8月 31日）                    （単位：百万円） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想 （A） 17,500 370 310 160

今回修正 （B） 17,695 317 258 55

増 減 額 （B－A） 195 △53 △52 △105

増 減 率 （％） 1.1％ △14.3％ △16.8％ △65.6％

 

  ②通期 （平成 20 年 3月 1日～平成 21年 2月 28 日）                     （単位：百万円） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想 （A） 36,000 630 500 240

今回修正 （B） 36,200 570 450 120

増 減 額 （B－A） 200 △60 △50 △120

増 減 率 （％） 0.6％ △9.5％ △10.0％ △50.0％

 

  ③ご参考：前期の実績 （平成 19年 3月 1日～平成 20年 2月 29日）            （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

中間期 （3/1～8/31） 16,688 355 285 106

通 期 （3/1～2/29） 32,879 578 440 348

 

 

(2) 平成 21 年 2 月期 個別業績予想数値の修正等 

  ①中間期 （平成 20年 3月 1日～平成 20年 8月 31日）                    （単位：百万円） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想 （A） 17,500 380 325 180

今回修正 （B） 17,695 347 286 102

増 減 額 （B－A） 195 △33 △39 △78

増 減 （％） 1.1％ △8.7％ △12.0％ △43.3％

 

 ②通期 （平成 20 年 3月 1日～平成 21 年 2 月 28 日）                      （単位：百万円） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想 （A） 36,000 730 600 340

今回修正 （B） 36,200 640 520 210

増 減 額 （B－A） 200 △90 △80 △130

増 減 率 （％） 0.6％ △12.3％ △13.3％ △38.2％

   



 ③ご参考：前期の実績 （平成 19 年 3 月 1 日～平成 20 年 2 月 29 日）            （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

中間期 （3/1～8/31） 16,685 375 321 86

通 期 （3/1～2/29） 32,875 617 510 △99

 

 

（3） 連結業績予想の修正理由 

   当中間連結会計期間における連結業績予想の修正理由は次のとおりであります。 

   ①売上高の修正 

     売上高におきましては、個人消費の低迷等や競争激化による影響を受けるものと予想しておりまし   

    たが、既存店が計画どおりに推移し、新店が好調に推移した結果、17,695 百万円（195 百万円増）とな 

    ります。         

   ②粗利益額減少及び販管費圧縮幅の減少 

     利益面におきましては、仕入コストの増加や競争激化も加わり、全体の粗利益額を押し下げる結果と 

    なりました。利益面への影響をカバーするため、販管費の圧縮に努め、広告宣伝費を中心に削減しま   

    したが、水道光熱費等の費用の増加があり、計画した圧縮幅には至りませんでした。また、子会社が 

    計画している新規出店関係の費用が計画以上に発生したこともあり、営業利益、経常利益ともに当初 

    計画数値の確保には至りませんでした。    

   ③投資有価証券の減損処理 

      株価の低迷によって、当社が保有する投資有価証券のうち、時価が著しく低下したものがあり、 

    112 百万円を特別損失として減損処理いたしました。この結果、当期純利益が減少いたしました。 

     [ 本資料の「１．平成 21 年 2 月期 中間期の投資有価証券評価損の総額」をご参照下さい ]  

 

    通期につきましても、個人消費の回復が望めない中で、競争激化や仕入コスト上昇が続くものと思わ   

   れ、また、下半期に計画していた子会社の新規出店が諸手続関連により遅れることが予想され、連結業 

   績予想を売上高 36,200 百万円（200 百万円増）、営業利益 570 百万円（60 百万円減）、経常利益 450 

   百万円（50 百万円減）、当期純利益 120 百万円（120 百万円減）に修正いたします。 

 

 

（4） 個別業績予想の修正理由 

   個別業績予想につきましては、連結業績予想に係る内容のうち、子会社関係以外の部分が同一のた  

  め、記載を省略いたします。 

 

（注） 当資料に記載の通期の業績予想等につきましては、現在入手可能な情報をもとに、当社が計画、 

    予測したものであり、実際の業績等は今後の様々な条件、要素により、当資料の見通しとは異なる 

    結果となる可能性があります。 

 

以 上 


