
平成21年9月期 第3四半期決算短信 

平成21年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社マルキョウ 上場取引所 福 
コード番号 9866 URL http://www.marukyo-web.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 斉田敏夫
問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 梶原 昇 TEL 092-501-5221
四半期報告書提出予定日 平成21年8月14日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6月30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 ％

21年9月期第3四半期 69,663 ― 1,321 ― 1,386 ― 720 ―
20年9月期第3四半期 70,384 0.1 2,294 22.2 2,400 21.1 1,417 25.1

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9月期第3四半期 46.21 ―
20年9月期第3四半期 90.90 ―

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9月期第3四半期 56,863 39,397 69.3 2,527.69
20年9月期 58,874 38,899 66.1 2,494.44

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  39,397百万円 20年9月期  38,899百万円

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9月期 ― 7.25 ― 7.75 15.00
21年9月期 ― 7.75 ―
21年9月期 

（予想）
7.75 15.50

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 93,000 △1.8 1,750 △33.6 1,840 △33.4 950 △29.9 60.95



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．本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、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。 
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） 21年9月期第3四半期 15,675,000株 20年9月期  15,675,000株
② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  88,712株 20年9月期  84,162株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第3四半期 15,589,599株 20年9月期第3四半期 15,596,411株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、悪化ペースが鈍化し下げ止まりつつありますが、雇用・所得環

境は依然として低調であり、また、設備投資においても企業収益の大幅な悪化等により減少が続くなど厳しい状況が

続いております。 

 食品スーパー業界におきましては、消費者の節約志向や低価格志向の強まりにより各社間の価格競争が激化し、客

単価の下落など収益面において厳しい状況となっております。 

 このような状況の中で当社グループは、杷木店の店舗建替えを行い、既存店の改装を14ヶ店（野方店、ニュー吉野

店、日佐店、千早店、柏原店、水城店、合志店、神埼店、大財店、神野店、愛宕店、志免店、原田店、時津店）実施

するとともに、非効率店舗２ヶ店（草木店、小浜店）を閉店するなど営業努力を行ってまいりましたが、価格競争の

あおりを受けたことにより原価率の改善が進まず厳しい結果となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は696億63百万円、営業収入は３億38百万円、営業利益は13億21

百万円、経常利益は13億86百万円、四半期純利益は７億20百万円となりました。  

  

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は568億63百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億４百万円

の減少となりました。この主な要因は、借入金の返済等により現金及び預金が８億52百万円減少したことにありま

す。 

 負債は174億66百万円となり、前連結会計年度と比較して13億86百万円の減少となりました。この主な要因は、有

利子負債が７億38百万円減少したことにあります。 

 純資産は、利益の計上などにより前連結会計年度末と比較して６億81百万円増加し、393億97百万円となりまし

た。  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は34億44百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て10億54百万円の減少となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は12億96百万円の収入となりました。この主な増加要因は、税金等調整前

四半期純利益14億14百万円、減価償却費11億11百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額９億48百万円であ

ります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は13億69百万円の支出となりました。この主な増加要因は、定期預金の払

戻による収入28億32百万円であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出30億34百万円、有形固定資産の取得

による支出13億52百万円であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は９億82百万円の支出となりました。この主な増加要因は、長期借入れに

よる収入40億円であり、主な減少要因は、短期借入金の純減少額10億円、長期借入金の返済による支出37億38百万円

であります。 

  

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



  

連結売上高につきましては、競合各社の販売促進策が続くなか、特売商品の売上構成が高まり、一品当たりの販

売単価が下落するなどにより売上減が見込まれますので予想売上高を26億円引き下げております。よって、連結売

上高の予想といたしましては、930億円を見込んでおります。 

利益につきましても、売上総利益の不振に加え、販売費及び一般管理費の増加が見込まれますので、営業利益17

億50百万円、経常利益18億40百万円、当期純利益９億50百万円といたします。 

なお、平成21年４月30日の第２四半期決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。

（通期） 

  

  

 該当事項はありません。  

  

   

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

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の適用 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によっておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「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）が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。 

  なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

  

前回発表予想（A）  

百万円

  95,600

 百万円

   2,050

百万円

   2,115

百万円

   1,000

円 銭 

  64.15

 今回予想修正（B）  93,000  1,750  1,840  950  60.95

 増減額（B－A)   △2,600  △300  △275  △50  －

 増減率（％）  △2.7  △14.6  △13.0  △5.0  －

 前期実績  94,707  2,636  2,761  1,356  86.96

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



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３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,079,198 7,932,087

売掛金 873,831 756,465

商品 3,421,212 3,186,458

繰延税金資産 178,315 163,634

その他 628,666 654,318

貸倒引当金 △221,954 △159,453

流動資産合計 11,959,271 12,533,510

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,856,085 13,074,342

土地 27,697,687 27,457,623

その他（純額） 1,087,617 1,160,560

有形固定資産合計 41,641,390 41,692,527

無形固定資産 91,031 95,361

投資その他の資産   

投資有価証券 665,922 646,889

繰延税金資産 741,488 792,190

その他 1,764,782 1,808,348

貸倒引当金 △86 △173

投資その他の資産合計 3,172,106 3,247,254

固定資産合計 44,904,527 45,035,142

資産合計 56,863,799 57,568,653

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,983,506 6,029,960

短期借入金 5,004,400 6,170,400

未払法人税等 195,482 486,772

賞与引当金 305,058 208,320

その他 1,186,843 1,624,964

流動負債合計 12,675,291 14,520,417

固定負債   

長期借入金 3,393,600 2,965,900

退職給付引当金 1,026,828 1,014,729

役員退職慰労引当金 237,435 227,016

その他 133,408 124,921

固定負債合計 4,791,272 4,332,567

負債合計 17,466,563 18,852,984



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,996,200 5,996,200

資本剰余金 6,599,920 6,600,037

利益剰余金 26,874,435 26,395,967

自己株式 △53,517 △51,936

株主資本合計 39,417,037 38,940,268

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,801 △224,600

評価・換算差額等合計 △19,801 △224,600

純資産合計 39,397,235 38,715,668

負債純資産合計 56,863,799 57,568,653



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 69,663,919

売上原価 55,486,139

売上総利益 14,177,780

営業収入 338,034

営業総利益 14,515,814

販売費及び一般管理費 13,194,303

営業利益 1,321,510

営業外収益  

受取利息 15,732

受取配当金 7,424

受取手数料 60,457

その他 35,045

営業外収益合計 118,660

営業外費用  

支払利息 50,505

その他 3,521

営業外費用合計 54,027

経常利益 1,386,144

特別利益  

固定資産売却益 543

貸倒引当金戻入額 538

収用補償金 398,597

特別利益合計 399,679

特別損失  

固定資産除却損 74,400

固定資産売却損 73,627

減損損失 42,974

投資有価証券評価損 180,460

特別損失合計 371,463

税金等調整前四半期純利益 1,414,359

法人税、住民税及び事業税 657,883

法人税等調整額 36,020

法人税等合計 693,903

四半期純利益 720,456



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30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 1,414,359

減価償却費 1,111,880

減損損失 42,974

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62,414

賞与引当金の増減額（△は減少） 96,737

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,099

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,418

受取利息及び受取配当金 △23,156

支払利息 50,505

投資有価証券評価損益（△は益） 180,460

収用補償金 △398,597

固定資産除却損 74,400

固定資産売却損益（△は益） 73,084

売上債権の増減額（△は増加） △117,366

たな卸資産の増減額（△は増加） △234,374

仕入債務の増減額（△は減少） △46,453

その他 △33,631

小計 2,275,756

利息及び配当金の受取額 22,822

利息の支払額 △52,828

法人税等の支払額 △948,767

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,296,983

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 △3,034,273

定期預金の払戻による収入 2,832,664

有形固定資産の取得による支出 △1,352,349

有形固定資産の売却による収入 27,856

無形固定資産の取得による支出 △24,727

収用補償金の受取による収入 139,721

その他 41,913

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,369,194

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） △1,000,000

長期借入れによる収入 4,000,000

長期借入金の返済による支出 △3,738,300

配当金の支払額 △241,944

その他 △2,041

財務活動によるキャッシュ・フロー △982,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,054,497



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

現金及び現金同等物の期首残高 4,499,422

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,444,925



 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。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）  

 小売業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％超であるため、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。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

 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。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  70,384,365

Ⅱ 売上原価  55,772,585

売上総利益  14,611,780

Ⅲ 営業収入   352,679

  営業総利益  14,964,459

Ⅳ 販売費及び一般管理費  12,670,195

営業利益  2,294,264

Ⅴ 営業外収益      

１．受取利息  13,469

２．受取配当金  29,322

３．受取手数料  94,848

４．その他  52,823

 営業外収益合計  190,464

Ⅵ 営業外費用      

１．支払利息  80,276

２．その他  3,803

 営業外費用合計  84,080

経常利益  2,400,647



  

科目 

前年同四半期 
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅶ 特別利益      

１．固定資産売却益  10,389

２．貸倒引当金戻入益  276

３．移転補償金  3,629

 特別利益合計  14,294

Ⅷ 特別損失      

１．固定資産除却損  45,749

２．固定資産売却損  69,302

３．減損損失  52,556

特別損失合計  167,608

税金等調整前四半期純利益  2,247,334

法人税、住民税及び事業税  841,931

法人税等調整額  △12,262

四半期純利益  1,417,664



  

  

（２）（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９月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

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純利益  2,247,334

減価償却費  1,149,336

減損損失  52,556

支払利息  80,276

固定資産売却損  69,302

たな卸資産の増加額  △149,398

仕入債務の減少額  △4,318,145

その他  △505,866

小計  △1,374,604

利息及び配当金の受取額  39,649

利息の支払額  △82,580

法人税等の支払額  △1,019,470

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △2,437,005

Ⅱ 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  △2,512,664

定期預金の払戻による収入  2,511,057

有形固定資産の取得による
支出 

 △1,063,798

投資有価証券の売却及び償
還による収入 

 503,944

その他  92,989

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △468,472

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

短期借入金の純減少額  △1,000,000

長期借入れによる収入  1,000,000

長期借入金の返済による支
出 

 △1,593,600

配当金の支払額  △226,146

その他  △2,729

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △1,822,476



  

  
前年同四半期 

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少
額 

 △4,727,954

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 10,484,187

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半
期末残高 

 5,756,232



 販売実績  

  当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別ごとに示すと、次のとおりであります。  

  

６．その他の情報

事業の種類 

売上高 営業収入 合計 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

菓子  6,911,430  －  6,911,430

食品  37,185,767  －  37,185,767

雑貨  2,908,707  －  2,908,707

鮮魚  6,649,274  －  6,649,274

青果  5,087,860  －  5,087,860

精肉  6,266,346  －  6,266,346

薬品  264,474  －  264,474

商品供給高  4,390,057  －  4,390,057

小売業計  69,663,919  －  69,663,919

受取家賃  －  284,747  284,747

共益費収入  －  53,286  53,286

不動産賃貸業計  －  338,034  338,034

合計  69,663,919  338,034  70,001,953
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