
 
 

 

   

 

 
  

(百万円未満切捨て) 

 (％表示は対前年同四半期増減率)   

   

   

   

   

   

 
  

  

 
  

 

平成21年2月期 第3四半期財務・業績の概況
平成21年1月23日

上 場 会 社 名 株式会社 マツヤ 上場取引所 JASDAQ
コ ー ド 番 号 7452 URL http://www.s-matsuya.com/

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)小山 光作
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1. 平成21年2月期第3四半期の連結業績（平成20年3月1日～平成20年11月30日）
 (1) 連結経営成績

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 21年2月期第3四半期 26,540 8.0 365 △16.9 270 △18.8 26 △77.1
 20年2月期第3四半期 24,586 9.1 439 △10.8 332 △12.9 116 ─
 20年2月期 32,879 578 440 348

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 

(当期)純利益
円 銭 円 銭

 21年2月期第3四半期 3 55 ─ ─
 20年2月期第3四半期 15 22 ─ ─
 20年2月期 45 78 ─ ─

 (2) 連結財政状態

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2月期第3四半期 14,665 3,179 21.7 427 10
 20年2月期第3四半期 15,229 3,143 20.6 411 23
 20年2月期 14,820 3,247 21.9 432 33

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

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

 21年2月期第3四半期 1,504 △1,193 △1,048 782
 20年2月期第3四半期 1,110 30 △741 871
 20年2月期 910 447 △309 1,520

2. 配当の状況

1株当り配当金

第3四半期

 21年2月期     ─    
 20年2月期     ─

3. 平成21年2月期の連結業績予想（平成20年3月1日～平成21年2月28日）

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

通期 36,200 10.1 570 △1.5 450 2.2 120 △65.6 16 01
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  上記予想は、本資料の発表現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今
後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  
  

  
（参考）個別情報 

（1）経営成績（個別）の進捗状況 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
(2) 財政状態(個別）の変動状況 

 

4. その他

 (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う 
   特定子会社の異動)

： 有

 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無

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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1.平成21年2月期第3四半期財務・業績の概況（平成20年3月1日～平成20年11月30日）

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 21年2月期第3四半期 26,540 8.0 418 △9.0 322 △14.4 101 △14.3
 20年2月期第3四半期 24,582 9.0 460 △0.2 377 1.2 118 ─
 20年2月期 32,875 617 510 △99

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 

(当期)純利益
円 銭 円 銭

 21年2月期第3四半期 13 59 ─ ─
 20年2月期第3四半期 15 55 ─ ─
 20年2月期 △13 00 ─ ─

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2月期第3四半期 14,561 3,151 21.6 423 41
 20年2月期第3四半期 13,552 3,491 25.8 456 70
 20年2月期 14,820 3,247 21.9 432 33
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1. 連結経営成績に関する定性的情報 
 当第3四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融市場の不安
定化、円高等により、企業業績は弱含みにあり景気の先行き不透明感は強まっております。また、流通業界
におきましては、産地偽装や食の安全問題、価格訴求品へのシフト等の消費動向に変化が見られ、仕入価格
の値上や原油高騰を背景とした店舗運営コストの上昇もあり、当社を取り巻く環境は一段と厳しい状況にあ
ります。  
 このような状況下で当社グループは、「価値ある商品を提供し、より豊かな暮らしの実現に寄与する」を
基本方針とし、当連結第3四半期は、52週のＭＤ（マーチャンダイジング）カレンダーによる旬の商品の提
案と開店時・ピーク時の品揃えを充実させ、営業力強化を図ってまいりました。また、長野県中信地区に
「生鮮＆業務スーパー ユー・パレット穂高店」（平成20年3月開店）及び「生鮮＆業務スーパーユー・パレ
ット南松本店」（平成20年9月開店）の2店舗を新規出店いたしました。  
 売上高につきましては、穂高店と南松本店の新店2店舗が順調に推移し、既存店も堅調であることから増
収となりました。利益面におきましては、当社はお客様の暮らしを考え、仕入コストの増加を価格転嫁する
ことは極力回避し、包装消耗品など経費の削減に努めましたが、新規出店のコスト負担や水道光熱費の増加
等と、投資有価証券評価損等の特別損失の計上により減益となりました。  
  
 この結果、当連結第3四半期の連結売上高は265億4千万円（前年同期比8.0％増）、営業利益は3億6千5百
万円（前年同期比16.9％減）、経常利益は2億7千万円（前年同期比18.8％減）、四半期純利益は2千6百万円
（前年同期比77.1％減）となりました。 
  
  
2. 連結財政状態に関する定性的情報 
 1.財政状態の分析 
 (1)資産 
  流動資産は、前連結会計年度末に比べて3億7千1百万円減少しておりますが、これは主として現金  
 預金が7億4千万円減少し、たな卸資産が1億9千9百万円増加したことによります。 
  固定資産は、前連結会計年度末に比べて2億1千6百万円増加しておりますが、これは主として長期 
 差入保証金が1億2千9百万円増加したことによります。  
  この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて1億5千4百万円減少し、146億6千5百万円となりま 
 した。  
  
（2）負債 
  流動負債は、前連結会計年度末に比べて、5千3百万円増加しておりますが、これは主として短期  
 借入金の返済で7億3千7百万円減少したものの、買掛金が6億8千5百万円、賞与引当金が1億1千５百 
 万円増加したことによります。  
  固定負債は、前連結会計年度末に比べて、1億3千9百万円減少しておりますが、これは主として長 
 期借入金が1億9千6百万円減少したことによります。  
  この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて8千6百万円減少し、114億8千6百万円となりまし 
 た。  
  
（3）純資産 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、6千8百万円減少し、31億7千9百万円となりました。 

  

2.キャッシュフローの状況 

 当四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、投資活動
により使用した資金が11億9千3百万円になったこと等により、前連結会計年度末に比べ7億3千7百万円減少
し、7億8千2百万円となっております。  
  
（営業活動によるキャッシュフロー） 
 税金等調整前当期純利益9千万円、減価償却費4億1千3百万円等により営業活動により得られた資金は15億
4百万円となっております。  

（投資活動によるキャッシュフロー） 

 有形固定資産の取得7億3千3百万円等により投資活動により使用した資金は11億9千3百万円となっており
ます。  

（財務活動によるキャッシュフロー） 

 借入金の返済9億3千4百万円等により、財務活動により使用した資金は10億4千8百万となっております。 

【定性的情報・財務諸表等】
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3. 連結業績予想に関する定性的情報 
業績予想については、現在まで概ね予定通り推移しており、平成20年10月17日に発表いたしました業績予想
[平成21年2月期中間決算短信（連結）]の変更はありません。  
  
  
4. その他 
  
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 
 株式会社ジャスティンは平成20年8月31日付で清算結了しております。又、株式会社更北中央ショッピン
グセンターは平成20年9月1日付で当社と合併し解散しております。 
  
  
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 
 税金費用及び税効果会計については、法定実効税率をベースとした年間予測税率を用いて計算しておりま
す。 
  
  
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 
 該当事項はありません。 
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（単位：千円、％） 

 

5. (要約）四半期連結財務諸表

(1) (要約）四半期連結貸借対照表

科  目

前年同四半期末 
(平成20年2月期 
第3四半期末)

当四半期末 
(平成21年2月期 
第3四半期末)

増減
（参 考）前期末 
(平成20年2月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部)

 流動資産

  現金及び預金 924,944 820,290 △104,653 1,561,105

  売掛金 131,491 211,005 79,514 135,189

  たな卸資産 1,024,969 1,114,881 89,911 915,364

  繰延税金資産 171,088 135,509 △35,579 57,673

  その他 805,392 725,129 △80,262 709,129

   流動資産合計 3,057,886 3,006,817 △51,069 △1.7 3,378,462

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物 6,988,119 6,331,800 △656,318 6,350,602

   土地 1,624,753 1,622,723 △2,030 1,622,723

   その他 499,781 601,710 101,929 415,416

   有形固定資産合計 9,112,654 8,556,234 △556,419 △6.1 8,388,742

 無形固定資産

   無形固定資産合計 1,582,676 1,267,302 △315,373 △19.9 1,195,150

 投資その他の資産

  長期差入保証金 388,317 570,901 182,583 441,291

  繰延税金資産 301,928 552,796 250,867 703,399

  その他 790,329 716,549 △73,780 718,453

  貸倒引当金 △4,700 △4,700 ─ △4,700

  投資その他の資産合計 1,475,876 1,835,547 359,670 24.4 1,858,445

  固定資産合計 12,171,207 11,659,084 △512,122 △4.2 11,442,337

   資産合計 15,229,093 14,665,902 △563,191 △3.7 14,820,800
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（単位：千円、％） 

 

科  目

前年同四半期末 
(平成20年2月期 
第3四半期末)

当四半期末 
(平成21年2月期 
第3四半期末)

増  減
（参 考）前期末 
(平成20年2月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(負債の部)

 流動負債

  買掛金 1,886,626 2,265,934 379,307 1,580,107

  短期借入金 4,134,374 3,646,112 △488,262 4,383,505

  未払法人税等 23,060 2,923 △20,137 36,063

  賞与引当金 200,127 230,409 30,282 115,000

  その他 1,759,030 837,999 △921,031 815,663

  流動負債合計 8,003,218 6,983,378 △1,019,840 △12.7 6,930,341

 固定負債

  長期借入金 3,389,206 3,460,123 70,917 3,657,096

  退職給付引当金 331,520 368,186 36,666 329,862

  その他 361,479 674,786 313,306 656,014

  固定負債合計 4,082,206 4,503,096 420,890 10.3 4,642,974

  負債合計 12,085,425 11,486,474 △598,950 △5.0 11,573,315

(純資産の部)

 株主資本

  資本金 1,097,000 1,097,000 ─ 1,097,000

  資本剰余金 819,000 819,000 ─ 819,000

  利益剰余金 1,776,590 1,960,419 183,829 2,008,889

  自己株式 △531,340 △655,927 △124,586 △616,246

  株主資本合計 3,161,250 3,220,492 59,242 1.9 3,308,642

 評価・換算差額等 △17,581 △41,065 △23,483 △61,157

   純資産合計 3,143,668 3,179,427 35,758 1.1 3,247,485

   負債純資産合計 15,229,093 14,665,902 △563,191 △3.7 14,820,800
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（単位：千円、％） 

 

(2) (要約）四半期連結損益計算書

科  目

前年同四半期 
(平成20年2月期 

第3四半期)

当四半期 
(平成21年2月期 

第3四半期)
増  減

（参 考）前期 
(平成20年2月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

 売上高 24,586,089 26,540,697 1,954,607 8.0 32,879,085

 売上原価 18,530,057 20,092,396 1,562,339 8.4 24,713,551

  売上総利益 6,056,032 6,448,300 392,268 6.5 8,165,534

 その他の営業収入 796,851 834,199 37,348 4.7 1,053,733

  営業総利益 6,852,883 7,282,500 429,616 6.3 9,219,267

 販売費及び一般管理費 6,413,019 6,916,781 503,761 7.9 8,640,810

  営業利益 439,863 365,718 △74,145 △16.9 578,456

 営業外収益 36,369 39,950 3,581 9.8 52,398

 営業外費用 143,404 135,365 △8,039 △5.6 190,583

  経常利益 332,828 270,303 △62,524 △18.8 440,272

 特別利益 2,000 ─ △2,000 ─ 1,524,161

 特別損失 68,227 180,213 111,986 264.1 1,369,577

 税金等調整前 
 四半期(当期)純利益

266,600 90,089 △176,511 △66.2 594,856

 法人税、住民税及び事業税 19,131 17,049 △2,081 △10.9 26,881

 法人税等調整額 131,012 46,393 △84,619 △64.6 219,219

 四半期(当期)純利益 116,457 26,646 △89,810 △77.1 348,755
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（単位：千円） 

 

(3) (要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期 
(平成20年2月期第3四半期)

当四半期 
(平成21年2月期第3四半期)

（参 考）前期 
(平成20年2月期)

区分 金額 金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期(当期)純利益 266,600 90,089 594,856

   減価償却費 422,388 413,425 579,722

   特別利益 △2,000 ─ △1,405,364

   特別損失 68,227 151,641 1,369,410

   退職給付引当金増減額 △3,416 38,324 △5,074

   受取利息及び受取配当金 △13,245 △7,608 △17,938

   支払利息 141,246 133,380 187,291

   貸倒引当金の増加額 ─ 6,281 1,000

   賞与引当金の増加額 92,977 115,409 7,850

   その他の流動資産の減少額 △399,095 △183,134 △302,919

   その他の流動負債の増減額 641,743 876,705 △10,981

   その他 △35,478 31,648 36,495

    小計 1,179,946 1,666,163 1,034,346

   利息及び配当金の受取額 13,002 7,595 18,166

   利息の支払額 △146,356 △117,979 △194,564

   法人税等の支払額 64,014 △51,388 52,051

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,110,607 1,504,391 910,000

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入 △27,002 △27,015 △36,312

   定期預金の払出 515,300 30,007 536,610

   有形固定資産の取得による支出 △546,582 △733,531 △627,417

   有形固定資産の除却に伴う伴う支出 △16,287 △80,054 ─

   無形固定資産の取得による支出 ─ △85,298 ─

   貸付による支出 △72,001 ─ ─

   貸付金の回収による収入 5,855 2,138 6,561

   差入保証金の増加による支出 △34,739 △155,635 △38,337

   差入保証金の回収による収入 89,900 28,678 94,029

   投資有価証券取得による支出 ─ △151,180 ─

   投資有価証券売却による収入 202,000 ─ 202,000

   新規連結子会社の取得による支出 △80,000 ─ ─

   その他 △5,729 △22,068 310,260

  投資活動によるキャッシュ・フロー 30,715 △1,193,959 447,394

Ⅲ 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 6,583 △616,806 246,429

   長期借入による収入 540,000 900,000 1,932,000

   長期借入の返済による支出 △1,228,723 △1,217,559 △2,343,548

   自己株式の取得による支出 △5,566 △39,680 △90,472

   配当金の支払額 △53,410 △74,208 △53,437

  財務活動によるキャッシュ・フロー △741,116 △1,048,254 △309,028

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減額 400,205 △737,822 1,048,366

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 471,716 1,520,083 471,716

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
   四半期末(期末)残高

871,922 782,260 1,520,083
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 前連結会計年度及び当連結会計年度においてスーパーマーケット事業の売上高、営業利益及び資産の金額

は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額に占める割合がいずれも90パーセ

ント超であるため、記載を省略しております。 
  

 前連結会計年度及び当連結会計年度において本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外

支店がないため該当事項はありません。   
  
  

  

 該当事項はありません。 
  
  
  
  
  
  
  

(4) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

 

6. その他の情報
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