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1.  平成21年8月期第1四半期の業績（平成20年9月1日～平成20年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年8月期第1四半期 5,496 ― 79 ― 85 ― 46 ―
20年8月期第1四半期 5,482 △0.6 54 118.3 60 138.9 4 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年8月期第1四半期 1.51 ―
20年8月期第1四半期 0.15 ―

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

21年8月期第1四半期 15,167 7,972 52.6 261.55
20年8月期 16,004 8,006 50.0 262.60

（参考） 自己資本  21年8月期第1四半期  7,972百万円 20年8月期  8,006百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年8月期 ― 7.50 ― 2.50 10.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― 2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成21年8月期の業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 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2四半期累計期間 11,000 ― 430 ― 430 ― 240 ― 7.87
通期 22,500 3.0 850 ― 850 ― 500 ― 16.40

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第1四半期 32,047,071株 20年8月期 32,047,071株
② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期 1,565,911株 20年8月期 1,556,574株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年8月期第1四半期 30,481,827株 20年8月期第1四半期 30,855,843株

*業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により
上記予想数値と異なる場合があります。 
2.当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安による株

価下落、為替相場の急激な変動など金融市場は混乱しており、米国経済の減速や企業収益率の悪化による景気の減速

感が強くなってまいりました。  

女性下着市場におきましても、消費者の生活防衛の意識の高まり、実所得の減少を主因とした消費者心理の悪化に

よる消費の冷え込みなどの影響もあり、百貨店、量販店など各業態とも多くの企業業績が低迷し、市場規模は全般に

低調に推移いたしました。 

このような状況のなか、収益性の向上を目指し、既存の顧客基盤の確保に重点を置くとともに、販売社員に対して

体型補整コンサルティングの実務実践教育を推進し、顧客満足度の向上に取り組んでまいりました。また、前期より

引き続き、既存店舗の採算性と今後の成長性を抜本的に見直し、４店舗の統廃合を実施、その他16店舗の統廃合の意

思決定を行うとともに、ポイント制度の見直しなど販売促進費用及びその他固定費の合理化、見直しなど、収益体質

の強化を図る具体的施策の実施、推進を行ってまいりました。 

これらの結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高54億96百万円、営業利益79百万円、経常利益85百万円、四

半期純利益46百万円となりました。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末における資産合計は151億67百万円となり、前事業年度末に比べて８億37百万円の減少と

なりました。 

流動資産合計は45億15百万円となり、前事業年度末に比べて６億23百万円の減少となりました。これは主に、未収

入金の増加、現金及び預金の減少、繰延税金資産の減少及びたな卸資産の減少の結果によるものであります。 

固定資産合計は106億51百万円となり、前事業年度末に比べて２億13百万円の減少となりました。これは主に、繰

延税金資産の増加、建物等の減価償却による減少、前払年金費用の減少及び差入保証金の減少の結果によるものであ

ります。 

当第１四半期会計期間末における負債合計は71億94百万円となり、前事業年度末に比べて８億３百万円の減少とな

りました。 

流動負債合計は57億31百万円となり、前事業年度末に比べて６億８百万円の減少となりました。これは主に、未払

費用の増加、未払消費税等の増加、支払手形及び買掛金の増加、短期借入金の減少、ポイント引当金の減少及び賞与

引当金の減少の結果によるものであります。 

固定負債合計は14億63百万円となり、前事業年度末に比べて１億94百万円の減少となりました。これは主に、退職

給付引当金の増加及び長期借入金の減少の結果によるものであります。 

当第１四半期会計期間末における純資産合計は79億72百万円となり、前事業年度末に比べて34百万円の減少となり

ました。これは主に、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加、剰余金の配当による利益剰余金の減少及び自己

株式の取得による減少の結果によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べて４億23百

万円減少し、21億81百万円となりました。 

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は２億98百万円の収入となりました。これは主に、未払費用の増加１億54

百万円、税引前四半期純利益１億44百万円、未払消費税等の増加１億21百万円等による資金の増加、ポイント引当金

の減少３億43百万円、賞与引当金の減少１億39百万円及び法人税等の支払65百万円等による資金の減少によるもので

あります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は14百万円の支出となりました。これは主に、差入保証金の回収による収

入27百万円等による資金の増加、新規出店・移転改装等に伴う有形固定資産の取得及び差入保証金の差入による支出

27百万円及び無形固定資産の取得による支出12百万円等による資金の減少によるものであります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は７億７百万円の支出となりました。これは、短期借入金の純減少３億60

百万円、長期借入金の返済による支出２億14百万円、配当金の支払１億30百万円及び自己株式の取得による支出２百

万円による資金の減少によるものであります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

現時点での業績予想につきましては、平成20年10月９日に発表いたしました予想数値に変更はありません。 

  

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

  

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計

基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表

を作成しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

当第１四半期会計期間から適用し、たな卸資産の評価基準については、従来、低価法によっておりましたが、

原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。  
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第

12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基

準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しておりま

す。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,181,532 2,605,080

売掛金 872,351 910,194

商品及び製品 616,334 586,971

仕掛品 3,967 2,493

未成業務支出金 13,968 22,195

原材料及び貯蔵品 155,891 258,383

その他 673,100 757,132

貸倒引当金 △1,838 △3,350

流動資産合計 4,515,306 5,139,100

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,568,663 3,633,007

土地 4,986,672 4,986,672

その他（純額） 330,569 354,179

有形固定資産合計 8,885,905 8,973,859

無形固定資産 316,261 330,334

投資その他の資産   

その他 1,449,971 1,562,265

貸倒引当金 △445 △836

投資その他の資産合計 1,449,526 1,561,428

固定資産合計 10,651,693 10,865,622

資産合計 15,167,000 16,004,723
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,489,819 1,404,052

短期借入金 1,850,000 2,210,000

1年内返済予定の長期借入金 607,200 607,200

未払法人税等 49,511 89,580

賞与引当金 131,000 270,000

返品調整引当金 88,000 96,000

ポイント引当金 211,000 554,000

その他 1,305,091 1,109,579

流動負債合計 5,731,622 6,340,412

固定負債   

長期借入金 1,059,100 1,273,400

退職給付引当金 390,307 370,309

その他 13,596 13,788

固定負債合計 1,463,004 1,657,497

負債合計 7,194,626 7,997,910

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,332,729 2,332,729

資本剰余金 2,195,452 2,195,452

利益剰余金 3,946,165 3,976,323

自己株式 △492,396 △490,261

株主資本合計 7,981,950 8,014,243

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,869 390

繰延ヘッジ損益 △7,707 △7,820

評価・換算差額等合計 △9,577 △7,430

純資産合計 7,972,373 8,006,813

負債純資産合計 15,167,000 16,004,723

- 6 -

マルコ㈱(9980)　平成21年８月期　第１四半期決算短信（非連結）



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 5,496,452

売上原価 2,780,513

売上総利益 2,715,939

返品調整引当金戻入額 96,000

返品調整引当金繰入額 88,000

差引売上総利益 2,723,939

販売費及び一般管理費 2,644,833

営業利益 79,105

営業外収益  

受取利息 1,074

受取配当金 122

受取手数料 21,126

その他 10,782

営業外収益合計 33,105

営業外費用  

支払利息 19,857

その他 6,599

営業外費用合計 26,456

経常利益 85,754

特別利益  

賞与引当金戻入額 93,561

貸倒引当金戻入額 2,369

特別利益合計 95,930

特別損失  

減損損失 17,852

固定資産除却損 9,940

賃貸借契約解約損 9,732

特別損失合計 37,526

税引前四半期純利益 144,159

法人税、住民税及び事業税 34,234

法人税等調整額 63,855

法人税等合計 98,090

四半期純利益 46,068
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30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 144,159

減価償却費 103,819

減損損失 17,852

長期前払費用償却額 2,847

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,902

賞与引当金の増減額（△は減少） △139,000

返品調整引当金の増減額（△は減少） △8,000

ポイント引当金の増減額（△は減少） △343,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,997

受取利息及び受取配当金 △1,196

支払利息 19,857

固定資産除却損 9,940

賃貸借契約解約損 9,732

売上債権の増減額（△は増加） 37,843

たな卸資産の増減額（△は増加） 79,882

前払費用の増減額（△は増加） 105,264

仕入債務の増減額（△は減少） 85,766

未払金の増減額（△は減少） △23,807

未払費用の増減額（△は減少） 154,584

前受金の増減額（△は減少） △1,374

未払消費税等の増減額（△は減少） 121,623

その他 △8,057

小計 386,833

利息及び配当金の受取額 1,672

利息の支払額 △24,323

法人税等の支払額 △65,639

営業活動によるキャッシュ・フロー 298,543

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 △13,504

無形固定資産の取得による支出 △12,507

差入保証金の差入による支出 △14,471

差入保証金の回収による収入 27,882

その他 △2,393

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,994

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） △360,000

長期借入金の返済による支出 △214,300

自己株式の取得による支出 △2,135

配当金の支払額 △130,661

財務活動によるキャッシュ・フロー △707,096

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増減額（△は減少） △423,547

現金及び現金同等物の期首残高 2,605,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,181,532
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  

  
前第１四半期会計期間 
（自 平成19年９月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    5,482,438  100.0

Ⅱ 売上原価    2,808,890  51.2

売上総利益    2,673,548  48.8

返品調整引当金戻入額    115,000  2.1

返品調整引当金繰入額    86,000  1.6

差引売上総利益    2,702,548  49.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    2,647,742  48.3

営業利益    54,805  1.0

Ⅳ 営業外収益    31,061  0.6

Ⅴ 営業外費用    24,961  0.5

経常利益    60,905  1.1

Ⅵ 特別利益    23,115  0.4

Ⅶ 特別損失    12,070  0.2

税引前四半期純利益    71,950  1.3

税金費用    67,300  1.2

四半期純利益    4,650  0.1
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書  

  

  
前第１四半期会計期間 
（自 平成19年９月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益  71,950

減価償却費  120,853

長期前払費用償却額  3,895

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △17,816

賞与引当金の増加額（△減少額）  198,380

返品調整引当金の増加額（△減少額）  △29,000

ポイント引当金の増加額（△減少額）  3,900

退職給付引当金の増加額（△減少額）  8,423

受取利息及び受取配当金  △1,193

支払利息  21,011

有形固定資産売却益  △5,241

固定資産除却損  2,375

不動産賃借契約解約損  8,018

売上債権の減少額（△増加額）  279,953

たな卸資産の減少額（△増加額）  △26,931

前払費用の減少額（△増加額）  53,813

仕入債務の増加額（△減少額）  △295,270

未払金の増加額（△減少額）  11,775

未払費用の増加額（△減少額）  △97,277

前受金の増加額（△減少額）  △53,641

未払消費税等の増加額（△減少額）  △198,091

その他  53,308

小計  113,196

利息及び配当金の受取額  1,662

利息の支払額  △24,853

法人税等の支払額  △256,452

営業活動によるキャッシュ・フロー  △166,446

Ⅱ 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  △18,835

有形固定資産の売却による収入  19,047

無形固定資産の取得による支出  △4,355

差入保証金の差入による支出  △8,231

差入保証金の解約による収入  9,609

その他  △2,902

投資活動によるキャッシュ・フロー  △5,667
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前第１四半期会計期間 
（自 平成19年９月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増加額（△純減少額）  △300,000

長期借入金の返済による支出  △214,300

自己株式の取得による支出  △51,497

配当金の支払額  △309,919

財務活動によるキャッシュ・フロー  △875,716

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △1,047,831

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,342,185

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  2,294,353
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６．生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

（注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．その他は主に、ストッキングの金額であります。 

  

区分 

当第１四半期累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

ファンデーション・ランジェリー       

（ボディスーツ）  918,795  18.4  72.0

（ブラジャー・ガードル等）  3,864,550  77.5  89.0

その他  201,046  4.1  50.6

合計  4,984,392  100.0  82.9

（２）仕入実績 

（注）金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

区分 

当第１四半期累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

ボディケア化粧品・下着用洗剤等  165,363  100.0  128.2

健康食品  －  －  －

合計  165,363  100.0  114.9

（３）受注状況 

 当社は、一部受注生産を行っておりますが、販売実績に占める受注販売実績割合の重要性が乏しくなったた

め、記載を省略しております。 
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（４）販売実績 

①地域別販売実績 

（注）金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

②品目別販売実績 

（注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．その他は主に、ストッキングの金額であります。 

区分 

当第１四半期累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

北海道・東北・信越地区  582,610  10.6  90.5

関東地区  1,475,882  26.9  99.0

北陸・東海地区  1,365,873  24.8  115.5

近畿地区  710,727  12.9  100.9

中国・四国地区  91,921  1.7  101.2

九州・沖縄地区  1,269,437  23.1  92.6

合計  5,496,452  100.0  100.3

区分 

当第１四半期累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成20年11月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

製品 

ファンデーション・ランジェリー       

（ボディスーツ）  952,398  17.3  96.8

（ブラジャー・ガードル等）  3,649,303  66.4  103.1

その他  178,100  3.3  46.2

小計  4,779,801  87.0  97.4

商品 

ボディケア化粧品・下着用洗剤等  670,503  12.2  128.8

健康食品  46,147  0.8  86.3

小計  716,650  13.0  124.8

合計  5,496,452  100.0  100.3
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