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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

22年2月期第1四半期 11,021 ― 176 ― 93 ― 54 ―

21年2月期第1四半期 11,223 0.4 94 63.0 △1 ― △48 ―

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

22年2月期第1四半期 6.45 ―

21年2月期第1四半期 △5.64 ―

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

22年2月期第1四半期 22,660 2,533 11.2 301.39
21年2月期 22,147 2,507 11.3 298.21

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  2,533百万円 21年2月期  2,507百万円

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

21年2月期 ― ― ― 3.00 3.00

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

― ― 3.00 3.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 
連結累計期間 22,700 ― 410 ― 200 ― 70 ― 8.33

通期 44,700 △2.0 860 17.3 460 19.9 230 ― 27.36
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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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(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。 

(3) 四半期連結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（四半期連結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、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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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４月15日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において変更ありません。 
2．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
3．本資料に掲載されている業績見直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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第1四半期 8,749,990株 21年2月期  8,749,990株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  342,970株 21年2月期  342,970株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 8,407,020株 21年2月期第1四半期 8,509,130株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年からのかつてない景気後退局面からの雇用情勢
の悪化や個人消費の冷え込みは、依然改善されずに推移いたしました。 
当小売業界におきましても、生活用品等の値下げや消費者の節約志向の高まりや競争の激化から、経営

環境は大変厳しい状況が続いております。 
このような状況の下、当社グループは、顧客ニーズに対応できるよう商品の改廃を積極的に行なう「リ

プレイスメント戦略」の実施と平行して、５月には伊予店（愛媛県松山市）において売場の一部コーナー
の変更と商品の入替の小改装を行ないました。 
 売上高は、外食事業の大幅な縮小等により、前年同期実績より1.8％ほど減少しましたが、それに伴う
人的費用が減少し、また、パート社員の戦力化などによる人的効率の向上や販売促進費の効率的使用等に
より販売費及び一般管理費の節減に努めました。 
このような取り組みの結果、当第１四半期の連結売上高は108億85百万円、営業利益は１億76百万円、

経常利益は93百万円、四半期純利益は54百万円となりました。 

(資産) 
流動資産は、現金及び預金が７億75百万円増加したことなどにより、前期末に比べ７億24百万円増加の

45億78百万円となりました。 
有形固定資産は前期末に比べ１億55百万円減少の151億15百万円、無形固定資産は前期末に比べ４百万

円減少の４億69百万円となりました。その主な内訳は減価償却によるものであります。 
投資その他の資産は、繰延税金資産が61百万円減少したことなどにより、前期末に比べ51百万円減少の

24億97百万円となりました。 
(負債) 
負債は、前期末に比べ４億87百万円増加の201億27百万円となりました。その主な内訳は、長期、短期

合わせて借入金が３億１千万円減少した一方、買掛金が６億19百万円増加したことなどによるものです。
(純資産) 
純資産は、前期末に比べ26百万円増加し、25億33百万円となりました。その主な内訳は、利益剰余金が

28百万円増加した一方、有価証券評価差額金が２百万円減少したことによるものであります。 
(キャッシュ・フローの状況) 
当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により11億19百万円増加

となりましたが、投資活動により31百万円減少、財務活動により３億32百万円減少いたしました。この結
果、現金及び現金同等物は７億55百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末残高は17億65百万円となり
ました。 
当第１四半期連結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) 
当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は、11億19百万円となりました。税金等

調整前四半期純利益は85百万円でしたが、買掛金が６億19百万円、たな卸資産が１億９百万円増加したこ
とのほか、キャッシュアウトを伴わない減価償却費１億78百万円の増加など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) 
当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、31百万円となりました。これは主に

定期預金への預入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) 
当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は、３億32百万円となりました。これは

主に支払資金の借入が減少したことによるものであります。 

第２四半期連結累計期間及び通期の業績見通しにつきましては、平成21年４月15日発表の連結業績予想
に変更ありません。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

①簡便な会計処理 
棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会計年度
に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
該当事項はありません。 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14

日公表分)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 平成
19年３月14日公表分)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財
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 
通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法を適用し

ておりましたが、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公
表分）が当第1四半期連結会計期間から適用されたことに伴い、主として売価還元法による原価法
（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）により算定しております。 
この変更に伴う損益への影響はありません。 

③「リース取引に関する会計基準」等の適用 
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」(企業会
計基準第13号 平成19年３月30日改正分)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計
基準適用指針第16号 平成19年３月30日改正分)を適用しております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
 この変更に伴う損益への影響はありません。 

(追加情報) 
有形固定資産の耐用年数の変更 

当社グループの機械装置の耐用年数については、平成20年度の法人税法改正を契機に見直しを行
い、従来、２～12年としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、２～10年に変更しており
ます。 
 この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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
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4

ZAIMU05
㈱マルヨシセンター(7515)平成22年２月期　第１四半期決算短信



５【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,318,304 1,542,460

売掛金 77,610 54,688

たな卸資産 － 1,996,477

商品 1,885,603 －

繰延税金資産 127,377 88,840

その他 169,444 170,887

流動資産合計 4,578,339 3,853,353

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,411,517 16,652,221

減価償却累計額 △9,403,921 △9,520,732

建物及び構築物（純額） 7,007,595 7,131,489

機械装置及び運搬具 1,684,258 1,703,108

減価償却累計額 △1,399,974 △1,412,873

機械装置及び運搬具（純額） 284,283 290,235

工具、器具及び備品 2,510,639 2,542,414

減価償却累計額 △1,976,955 △1,983,491

工具、器具及び備品（純額） 533,683 558,922

土地 7,290,029 7,290,029

有形固定資産合計 15,115,592 15,270,676

無形固定資産 469,350 474,124

投資その他の資産   

投資有価証券 633,577 629,795

繰延税金資産 576,131 637,338

差入保証金 1,040,242 1,055,172

その他 247,677 226,672

投資その他の資産合計 2,497,628 2,548,978

固定資産合計 18,082,571 18,293,779

資産合計 22,660,911 22,147,132
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,249,532 3,630,448

短期借入金 3,067,500 3,440,000

1年内返済予定の長期借入金 3,026,081 2,955,163

未払法人税等 13,828 33,188

ポイント引当金 36,400 36,400

賞与引当金 241,528 131,500

その他 1,119,696 1,029,042

流動負債合計 11,754,566 11,255,742

固定負債   

長期借入金 7,511,127 7,519,893

退職給付引当金 671,795 679,637

役員退職慰労引当金 137,426 135,000

その他 52,179 49,806

固定負債合計 8,372,528 8,384,336

負債合計 20,127,094 19,640,078

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,077,998 1,077,998

資本剰余金 813,528 813,528

利益剰余金 797,026 768,035

自己株式 △128,866 △128,866

株主資本合計 2,559,686 2,530,695

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,869 △23,642

評価・換算差額等合計 △25,869 △23,642

純資産合計 2,533,817 2,507,053

負債純資産合計 22,660,911 22,147,132
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 10,885,387

売上原価 8,194,997

売上総利益 2,690,390

営業収入 136,270

営業総利益 2,826,660

販売費及び一般管理費  

販売促進費 200,564

消耗品費 68,443

運賃 82,121

賃借料 55,849

地代家賃 242,296

修繕維持費 113,631

給料手当及び賞与 1,048,945

福利厚生費 141,765

賞与引当金繰入額 98,130

退職給付費用 36,298

役員退職慰労引当金繰入額 2,426

水道光熱費 234,235

減価償却費 165,326

その他 160,290

販売費及び一般管理費合計 2,650,322

営業利益 176,338

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,485

持分法による投資利益 5,542

その他 7,006

営業外収益合計 14,034

営業外費用  

支払利息 93,566

その他 3,558

営業外費用合計 97,125

経常利益 93,246

特別損失  

固定資産除却損 7,314

その他 123

特別損失合計 7,437

税金等調整前四半期純利益 85,809

法人税、住民税及び事業税 7,424

法人税等調整額 24,172

法人税等合計 31,597

四半期純利益 54,212

ZAIMU05
7

ZAIMU05
㈱マルヨシセンター(7515)平成22年２月期　第１四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 85,809

減価償却費 178,166

有形固定資産除却損 96

貸倒引当金の増減額（△は減少） 276

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,842

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,426

受取利息及び受取配当金 △1,485

支払利息 93,566

売上債権の増減額（△は増加） △22,922

たな卸資産の増減額（△は増加） 109,915

仕入債務の増減額（△は減少） 619,084

未払金の増減額（△は減少） 30,939

前受金の増減額（△は減少） 3,730

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,262

その他 163,365

小計 1,233,864

利息及び配当金の受取額 982

利息の支払額 △97,981

法人税等の支払額 △17,001

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,119,863

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △93,000

定期預金の払戻による収入 73,000

有形固定資産の取得による支出 △10,892

差入保証金の差入による支出 △803

差入保証金の回収による収入 15,610

投資有価証券の取得による支出 △2,100

投資有価証券の売却及び償還による収入 148

その他 △13,090

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,126

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） △372,500

長期借入れによる収入 850,000

長期借入金の返済による支出 △787,848

配当金の支払額 △22,545

財務活動によるキャッシュ・フロー △332,893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 755,843

現金及び現金同等物の期首残高 1,009,460

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,765,304
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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

①事業の種類別セグメント情報 
 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「小売事業」の割合が、いずれも90％を

超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  
②所在地別セグメント情報 
 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

在外連結子会社及び在外支店が無いため、該当事項はありません。 

  
③海外売上高 
 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

海外売上高が無いため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表等 

 (1) (要約)四半期連結損益計算書 

   前第１四半期連結累計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日) 

  

 
  

「参考」

科目

前年同四半期
(平成21年２月期第１四半期)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 11,084,842

Ⅱ 売上原価 8,276,400

   売上総利益 2,808,441

Ⅲ その他営業収入 139,039

   営業総利益 2,947,480

Ⅳ 販売費及び一般管理費 2,852,482

   営業利益 94,998

Ⅴ 営業外収益 4,827

   受取利息及び配当金 1,078

   その他 3,749

Ⅵ 営業外費用 101,227

  支払利息 97,911

  その他 3,316

   経常損失(△) △1,401

Ⅶ 特別利益 ─

Ⅷ 特別損失 66,301

   税金等調整前四半期純損失(△) △67,703

   法人税、住民税及び事業税 21,346

   法人税等調整額 △41,029

   四半期純損失(△) △48,019
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