
平成22年2月期 第2四半期決算短信 

平成21年10月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 マツヤ 上場取引所 JQ 
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

問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務本部長 （氏名） 本多 佐年 TEL 026-241-1314
四半期報告書提出予定日 平成21年10月14日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8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2四半期 19,168 ― 209 ― 154 ― 3 ―

21年2月期第2四半期 17,695 6.0 317 △10.9 257 △9.7 41 △60.4

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

22年2月期第2四半期 0.48 ―

21年2月期第2四半期 5.60 ―

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2四半期 15,288 3,156 20.6 424.51
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2四半期  3,156百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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  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

通期 38,000 6.4 420 △8.2 300 △12.3 50 600.5 6.72
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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2四半期 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2四半期  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2四半期 7,437,655株 21年2月期第2四半期 7,503,510株
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当第２四半期連結会計期間（平成21年６月１日～平成21年８月31日）におけるわが国経済は、企業収

益が減少しており、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、個人消費が冷え込み、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

環境が続いております。  

 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。  

 売上高につきましては、既存店が計画どおり推移し、平成21年5月に新規出店した「長野赤沼店」が

好調に推移したことから、増収となりました。利益面におきましては、消費者の節約志向や価格志向が

一層高まる中、価格競争等も加わって粗利益率が低下し、7月の天候不順による影響も大きく、当初計

画の粗利益額を下回る結果となりました。利益面の影響をカバーするため、広告宣伝費や電気料等の経

費削減に努めましたが、粗利益額の減少分を補うまでには至りませんでした。また、連結子会社におい

て、取締役の退任に伴い、役員退職慰労金を特別損失に計上いたしました。  

 以上の営業活動の結果、当第２四半期の連結業績は、売上高98億３千６百万円となり、経常利益は１

億５千４百万円、四半期純利益は２千５百万円となりました。  

  

 平成22年２月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年２月期第１

四半期決算短信（平成21年７月10日開示）をご参照ください。  

 

  

 ①資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、２億６千３百万円減少しておりますが、これは主として現

金預金が４億１千５百万円減少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、６億８千万円増加しておりますが、これは主として有形固定

資産が６億８千２百万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、４億１千６百万円増加し、152億８千８百万円となり

ました。 

(負債) 

 流動負債は、前連結会年度末に比べて、４億３千４百万円増加しておりますが、これは主として買掛

金が５億９千３百万円増加し、短期借入金が１億５千１百万円減少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、２千１百万円増加しておりますが、これは主としてその他

（主に長期預り金）が１億３千６百万円増加し、長期借入金が１億２千１百万円減少したことによりま

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
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 この結果、負債合計は前連結会年度末に比べて、４億５千５百万円増加し、121億３千１百万円と

なりました。 

(純資産) 

 純資産は、前連結会年度末に比べて、３千９百万円減少しておりますが、これは主として利益剰余金

が７千万円減少したことによります。  

 この結果、純資産合計は、31億５千６百万円となりました。  

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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、第１四半期連結会計期間末に比べ８億９百万円減少し、４億４千６百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フローの状況) 

 たな卸資産の増加１億８千１百万円、賞与引当金の減少９千６百万円等により、営業活動により使用

した資金は２億６百万円となりました。 

(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４億９千万円等により、投資活動により使用した資金は１億８千８百

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)  

 長期借入金の返済による支出４億３千７百万円等により、財務活動により使用した資金は４億１千３

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10月２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。 

  

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
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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) 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２四半期連結会計期間末
(平成21年８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 490,374 905,725

売掛金 296,797 172,397

商品 1,260,146 1,038,315

繰延税金資産 188,906 222,884

その他 603,218 763,914

貸倒引当金 △10,300 △10,300

流動資産合計 2,829,143 3,092,936

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,650,762 6,532,697

土地 1,757,187 1,609,293

その他（純額） 215,967 799,434

有形固定資産合計 9,623,917 8,941,424

無形固定資産   

のれん 35,833 38,333

借地権 1,045,326 1,018,008

その他 78,782 82,472

無形固定資産合計 1,159,942 1,138,815

投資その他の資産   

投資有価証券 604,057 572,472

差入保証金 560,926 559,381

繰延税金資産 347,399 423,646

その他 167,536 147,857

貸倒引当金 △4,700 △4,700

投資その他の資産合計 1,675,219 1,698,658

固定資産合計 12,459,079 11,778,898

資産合計 15,288,223 14,871,835
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８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 2,481,296 1,887,411

短期借入金 4,027,979 4,179,936

未払法人税等 20,151 16,206

賞与引当金 132,000 126,000

その他 768,784 786,534

流動負債合計 7,430,211 6,996,088

固定負債   

長期借入金 3,492,294 3,614,213

繰延税金負債 345,615 352,025

退職給付引当金 376,347 362,693

その他 486,872 350,771

固定負債合計 4,701,129 4,679,704

負債合計 12,131,341 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 1,871,281 1,942,100

自己株式 △660,464 △657,767

株主資本合計 3,126,816 3,200,333

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,064 △4,289

評価・換算差額等合計 30,064 △4,289

純資産合計 3,156,881 3,196,043

負債純資産合計 15,288,223 14,871,835
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 19,168,606

売上原価 14,644,761

売上総利益 4,523,845

その他の営業収入 604,228

営業総利益 5,128,074

販売費及び一般管理費 4,918,901

営業利益 209,173

営業外収益  

受取利息 910

受取配当金 7,932

債務勘定整理益 6,794

その他 11,128

営業外収益合計 26,765

営業外費用  

支払利息 80,512

その他 909

営業外費用合計 81,421

経常利益 154,516

特別利益  

投資有価証券売却益 6,491

固定資産売却益 11,672

特別利益合計 18,164

特別損失  

役員退職慰労金 80,000

特別損失合計 80,000

税金等調整前四半期純利益 92,681

法人税等 89,090

四半期純利益 3,590
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 9,836,076

売上原価 7,508,278

売上総利益 2,327,798

その他の営業収入 315,844

営業総利益 2,643,643

販売費及び一般管理費 2,467,928

営業利益 175,715

営業外収益  

受取利息 169

受取配当金 7,914

債務勘定整理益 2,620

その他 7,775

営業外収益合計 18,480

営業外費用  

支払利息 39,526

その他 466

営業外費用合計 39,992

経常利益 154,202

特別利益  

投資有価証券売却益 6,491

固定資産売却益 11,672

特別利益合計 18,164

特別損失  

役員退職慰労金 80,000

特別損失合計 80,000

税金等調整前四半期純利益 92,367

法人税等 66,394

四半期純利益 25,972
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８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 92,681

減価償却費 298,159

投資有価証券売却損益（△は益） △6,491

有形固定資産売却損益（△は益） △11,672

のれん償却額 2,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,653

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000

受取利息及び受取配当金 △8,842

支払利息 80,512

売上債権の増減額（△は増加） △124,400

たな卸資産の増減額（△は増加） △221,229

その他の流動資産の増減額（△は増加） △40,880

仕入債務の増減額（△は減少） 686,165

未払金の増減額（△は減少） △88,111

未払費用の増減額（△は減少） 34,019

預り保証金の増減額（△は減少） 126,470

その他の流動負債の増減額（△は減少） 44,644

小計 883,176

利息及び配当金の受取額 8,856

利息の支払額 △86,999

法人税等の支払額 △10,301

営業活動によるキャッシュ・フロー 794,732

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 △18,012

定期預金の払戻による収入 15,004

有形固定資産の取得による支出 △1,119,317

有形固定資産の売却による収入 168,500

無形固定資産の取得による支出 △29,972

貸付金の回収による収入 101,346

差入保証金の差入による支出 △24,589

差入保証金の回収による収入 39,594

投資有価証券の取得による支出 △31,604

投資有価証券の売却による収入 64,191

その他 △27,780

投資活動によるキャッシュ・フロー △862,640

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） △84,932

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 △788,943

自己株式の取得による支出 △2,697

配当金の支払額 △73,878

財務活動によるキャッシュ・フロー △350,451

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） △418,359

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 446,335
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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２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８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２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８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２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８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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前年同四半期に係る財務諸表等 

 
  

「参考資料」

（1）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 17,695,128 100.0

Ⅱ 売上原価 13,392,813 75.7

   売上総利益 4,302,315 24.3

Ⅲ その他の営業収入 533,322 3.0

   営業総利益 4,835,638 27.3

Ⅳ 販売費及び一般管理費 4,518,422 25.5

   営業利益 317,215 1.8

Ⅴ 営業外収益

 １ 受取利息 2,382

 ２ 受取配当金 5,225

 ３ 支払不要債務益 9,816

 ４ その他 12,339 29,764 0.2

Ⅵ 営業外費用

 １ 支払利息 87,953

 ２ その他 1,475 89,428 0.5

   経常利益 257,551 1.5

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 1,286

 ２ 固定資産除却損 20,000

 ３ 投資有価証券評価損 112,301

 ４ 退職給付制度終了損失 24,045 157,632 0.9

   税金等調整前中間   
   純利益

99,918 0.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

12,101

   法人税等調整額 45,822 57,923 0.3

   中間純利益 41,994 0.3
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(２)中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による
キャッシュ・フロー

   税金等調整前中間 
   純利益   

99,918

   減価償却費 273,646

   投資有価証券評価損 112,301

   固定資産売却損 1,286

   固定資産除却損 20,000

   のれんの償却額 4,164

   退職給付引当金の増加額 31,505

   賞与引当金の増加額 6,000

   貸倒引当金の増加額 6,281

   受取利息及び受取配当金 △7,608

   支払利息 87,953

   売上債権の増加額 △96,259

   たな卸資産の増加額 △41,888

   その他流動資産の増加額 △28,819

   仕入債務の増加額 972,431

   未払消費税等の減少額 △17,141

   未払金の増加額 117,041

   未払費用の増加額 87,446

   預り保証金の減少額 △21,500

   その他の流動負債の増加額 66,883

    小計 1,673,642

   利息及び配当金の受取額 7,595

   利息の支払額 △75,979

   法人税等の支払額 △23,109

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

1,582,148
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前中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

区分 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による
キャッシュ・フロー

   定期預金の預入 △18,015

   有形固定資産の取得による 
   支出

△470,506

   有形固定資産の除却に伴う 
   支出

△62,000

   無形固定資産の取得による 
   支出

△85,298

   貸付金の回収による収入 1,422

   差入保証金の増加による 
   支出

△90,541

   差入保証金の回収による 
   収入

24,383

   投資有価証券の取得による 
   支出

△146,156

   その他の投資資産の増加額 △7,175

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△853,888

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 △815,950

   長期借入れによる収入 720,000

   長期借入金の返済による 
   支出

△878,454

   自己株式の取得による支出 △8,708

   配当金の支払額 △74,208

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,057,321

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減少額 △329,061

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
中間期末残高

1,191,022
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