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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）

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 ％

22年2月期第1四半期 9,332 ― 33 ― 0 ― △22 ―

21年2月期第1四半期 8,530 ― 125 ― 87 ― 43 ―

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 △3.01 ―

21年2月期第1四半期 5.84 ―

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 16,149 3,105 19.2 417.55
21年2月期 14,871 3,196 21.5 429.52

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  3,105百万円 21年2月期  3,196百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

― ― 10.00 10.00

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  
 

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 
連結累計期間

19,000 7.4 300 △5.4 190 △26.2 66 19.7 8.87

通期 38,000 6.4 500 9.3 350 2.3 90 980.6 12.10
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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  

（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。 

(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．上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、様々な要因により予想値とは大きく異なる 
可能性があります。 
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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年2月期第1四半期 8,415,000株 21年2月期  8,415,000株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  978,463株 21年2月期  973,963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 7,438,774株 21年2月期第1四半期 7,508,665株
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当第１四半期連結累計期間（平成21年3月1日～平成21年5月31日）におけるわが国経済は、昨年秋以

降の急激な景気後退により、企業収益は大幅に後退し、雇用環境や所得水準の悪化などから、低調なま

ま推移しております。また、流通業界におきましては、消費者の節約志向が一段と強まり、競合各社間

での価格競争が更に過熱する等、大変厳しい経営環境にあります。  

 このような状況の中で、当社グループは中期経営計画「新しい発想で、新しい商品・新しい仕組みを

創り出す」の初年度として、年間52週カレンダーに基づいた「旬の商品」の提案とお客様の暮らしを考

えた季節感のある販売促進政策の推進とともに、既存店の改装を実行し、1人当たり買い上げ点数の増

加に努めることにより営業力の強化を図りました。店舗の改装は、ワンウェイコントロールを促進する

ため、グロサリー商品の陳列ゴンドラを生鮮売り場のコンコースからレジ前まで連結することにより品

揃えの拡充を図るとともに、ゴンドラ内はナショナルブランド商品とプライベート商品との比較陳列や

こだわり商品の提供等、お客様にとって魅力ある品揃えを意識して展開しております。また、子会社の

㈱マツヤショッピングモールは、平成21年５月１日に長野市北部地域で最大規模であり、当社グループ

初のモール型商業施設である「マツヤショッピングモール」を開設し、当社もテナントとして「長野赤

沼店」を新規出店いたしました。売上高につきましては、平成20年9月に開店した南松本店と長野赤沼

店の新店２店舗が計画どおりに推移し、既存店も前年同期を若干上回ったことから増収となりました。

 販売費及び一般管理費は、光熱費や販売促進費などの経費削減に努めたものの、当社グループ最大の

商業施設である新店の開設に伴う費用が大幅に増加したため、利益面におきましては減益となりまし

た。  

 以上の営業活動の結果、当第１四半期の連結業績は、売上高93億３千２百万円となり、経常利益は31

万３千円、四半期純損失は２千２百万円となりました。  

  

 ①資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

 流動資産は、前連結会年度末に比べて、４億３千２百万円増加しておりますが、これは主として現金

預金が３億９千９百万円、売掛金が８千８百万円増加したことによります。 

 固定資産は、前連結会年度末に比べて、８億４千５百万円増加しておりますが、これは主として有形

固定資産が７億９千１百万円増加したことによります。 

 この結果、総資産は前連結会年度末に比べて、12億７千７百万円増加し、161億４千９百万円となり

ました。 

(負債) 

 流動負債は、前連結会年度末に比べて、10億８千万円増加しておりますが、これは主として買掛金が

５億９千８百万円、賞与引当金１億２百万円増加したことによります。  

 固定負債は、前連結会年度末に比べて、２億８千８百万円増加しておりますが、これは主として長期

借入金が１億４千５百万円増加したことによります。  

 この結果、負債合計は前連結会年度末に比べて、13億６千８百万円増加し、130億４千４百万円とな

りました。 

(純資産) 

 純資産は、前連結会年度末に比べて、９千万円減少しておりますが、これは主として利益剰余金が９

・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
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千６百万円減少したことによります。  

 この結果、純資産合計は、31億５百万円となりました。 

②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連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）

は、前連結会計年度末に比べ３億９千万円増加し、12億５千５百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フローの状況) 

 仕入債務の増加７億５千７百万円、減価償却費１億４千８百万円等により、営業活動により得られた

資金は10億１百万円となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フローの状況)  

 有形固定資産の取得による支出６億２千８百万円等により、投資活動により使用した資金は６億７千

３百万円となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フローの状況)  

 借入金（短期及び長期）の純増額１億３千３百万円等により、財務活動により使用した資金は６千３

百万円となりました。 

  
  

当期の業績予想につきましては、平成21年４月15日発表の数値に変更はありません。 

  

  
  

該当事項はありません。 

（簡便な会計処理） 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

①税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当期見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

①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。 

②「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１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）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。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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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１【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 1,305,714 905,725

売掛金 260,854 172,397

商品 1,078,486 1,038,315

繰延税金資産 204,084 222,884

その他 686,140 763,914

貸倒引当金 △10,300 △10,300

流動資産合計 3,524,980 3,092,936

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,846,826 6,532,697

土地 1,609,293 1,609,293

その他 276,864 799,434

有形固定資産合計 9,732,984 8,941,424

無形固定資産   

のれん 37,083 38,333

借地権 1,044,265 1,018,008

その他 80,627 82,472

無形固定資産合計 1,161,976 1,138,815

投資その他の資産   

投資有価証券 586,809 572,472

差入保証金 560,148 559,381

繰延税金資産 417,849 423,646

その他 169,375 147,857

貸倒引当金 △4,700 △4,700

投資その他の資産合計 1,729,482 1,698,658

固定資産合計 12,624,444 11,778,898

資産合計 16,149,424 14,871,835
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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 2,485,469 1,887,411

短期借入金 4,167,392 4,179,936

未払法人税等 9,796 16,206

賞与引当金 228,000 126,000

その他 1,185,582 786,534

流動負債合計 8,076,240 6,996,088

固定負債   

長期借入金 3,759,982 3,614,213

繰延税金負債 349,204 352,025

退職給付引当金 369,817 362,693

その他 489,087 350,771

固定負債合計 4,968,091 4,679,704

負債合計 13,044,331 11,675,792

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,097,000 1,097,000

資本剰余金 819,000 819,000

利益剰余金 1,845,308 1,942,100

自己株式 △660,464 △657,767

株主資本合計 3,100,843 3,200,333

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,249 △4,289

評価・換算差額等合計 4,249 △4,289

純資産合計 3,105,093 3,196,043

負債純資産合計 16,149,424 14,871,835
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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 9,332,530

売上原価 7,136,482

売上総利益 2,196,047

その他の営業収入 288,384

営業総利益 2,484,431

販売費及び一般管理費 2,450,973

営業利益 33,458

営業外収益  

受取利息 741

受取配当金 17

債務勘定整理益 4,173

その他 3,352

営業外収益合計 8,285

営業外費用  

支払利息 40,986

その他 443

営業外費用合計 41,429

経常利益 313

税金等調整前四半期純利益 313

法人税等 22,696

四半期純損失（△） △22,382
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(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 313

減価償却費 148,398

のれん償却額 1,249

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,123

賞与引当金の増減額（△は減少） 102,000

受取利息及び受取配当金 △759

支払利息 40,986

売上債権の増減額（△は増加） △88,457

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,876

その他の流動資産の増減額（△は増加） △103,360

仕入債務の増減額（△は減少） 757,838

未払金の増減額（△は減少） △38,684

未払費用の増減額（△は減少） 65,509

預り保証金の増減額（△は減少） 127,453

その他の流動負債の増減額（△は減少） 69,992

小計 1,049,727

利息及び配当金の受取額 779

利息の支払額 △36,172

法人税等の支払額 △13,127

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,001,207

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 △9,000

有形固定資産の取得による支出 △628,924

無形固定資産の取得による支出 △26,256

貸付金の回収による収入 723

差入保証金の差入による支出 △11,378

差入保証金の回収による収入 27,035

その他 △25,946

投資活動によるキャッシュ・フロー △673,746

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） △115,035

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △351,739

自己株式の取得による支出 △2,697

配当金の支払額 △66,999

財務活動によるキャッシュ・フロー 63,528

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） 390,989

現金及び現金同等物の期首残高 864,695

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,255,684
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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。 

  

（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） 

当社及び連結子会社の事業は、スーパーマーケット事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業 

 であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しておりま 

 す。 

  

（所在地セグメント情報） 

 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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

（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) 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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「参考資料」

（１）(要約）前四半期連結損益計算書

科  目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成20年３月１日

  至 平成21年５月31日 )

金額

 売上高 8,530,391

 売上原価 6,450,360

  売上総利益 2,080,030

 その他の営業収入 255,129

  営業総利益 2,335,160

 販売費及び一般管理費 2,209,478

  営業利益 125,681

 営業外収益 9,251

 営業外費用 47,158

  経常利益 87,775

 特別利益 ─

 特別損失 ─

 税金等調整前 

 四半期純利益
87,775

 法人税、住民税及び事業税 43,953

 法人税等調整額 ─

 四半期純利益 43,821
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(２) (要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間

(自 平成20年３月１日 

  至 平成21年５月31日)

区分 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 87,775

   減価償却費 132,446

   特別利益 ─

   特別損失 ─

   退職給付引当金増減額 509

   受取利息及び受取配当金 △866

   支払利息 45,211

   貸倒引当金の増減額 △718

   賞与引当金の増加額 104,861

   その他の流動資産の増減額 △146,974

   その他の流動負債の増加額 697,671

   その他 △42,783

    小計 877,132

   利息及び配当金の受取額 866

   利息の支払額 △40,109

   法人税等の支払額 △33,905

  営業活動によるキャッシュ・フロー 803,984

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入 △9,000

   定期預金の払出 ─

   有形固定資産の取得による支出 △121,867

   貸付金の回収による収入 709

   差入保証金の増加による支出 △90,529

   差入保証金の回収による収入 20,911

   投資有価証券取得による支出 △84,965

   投資有価証券売却による収入 ─

   その他 ─

  投資活動によるキャッシュ・フロー △284,742

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 △133,857

   長期借入による収入 ─

   長期借入の返済による支出 △539,698

   自己株式の取得による支出 △8,057

   配当金の支払額 △73,669

  財務活動によるキャッシュ・フロー △755,282

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 △236,040

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,520,083

Ⅶ 現金及び現金同等物の

  四半期末残高
1,284,042

－11－

㈱マツヤ(7452)　平成22年2月期 第1四半期決算短信




