
１．平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成22年９月期の連結業績予想（平成21年10月１日～平成22年９月30日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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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22年８月12日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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９月期第３四半期  66,895  △4.0  1,349  2.1  1,443  4.1  882  22.4

21年９月期第３四半期  69,663  －  1,321  －  1,386  －  720  －

  
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９月期第３四半期  56  90  －      

21年９月期第３四半期  46  21  －      

  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９月期第３四半期  55,931  40,057  71.6  2,594  98

21年９月期  56,240  39,464  70.2  2,531  94

（参考）自己資本 22年９月期第３四半期 40,057百万円 21年９月期 39,464百万円

  
年間配当金

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９月期  －        7 75 －      7 75  15  50

22年９月期  －        7 75 －     

22年９月期（予想） 7 75  15  50

  （％表示は、対前期増減率）

  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  89,500  △3.4  1,700  △6.3  1,820  △4.4  1,000  23.1  64  78



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規        －社 （社名）                        除外       －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※  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22年４月30日に公表いたしました連結業績予想について本資料において修正しております。 

２．本資料に記載されている業績見通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。上記１．

に係る業績予想の具体的修正内容は、［添付資料］Ｐ．２「当四半期の連結業績等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をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年９月期３Ｑ 15,675,000株 21年９月期 15,675,000株

②  期末自己株式数 22年９月期３Ｑ 238,362株 21年９月期 88,362株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 15,505,153株 21年９月期３Ｑ 15,589,599株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や緊急経済対策を始めとする政策の効果など

を背景に企業収益が改善するなど景気は持ち直してきておりますが、依然として失業率が高水準にあるなど総体と

しては低迷した状態が続いております。 

 食品スーパー業界におきましては、消費者の買い控えムードが続いていることからスーパー各社が低価格商品帯

を増加させる傾向にあり、売上面で厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中で当社グループは、新規開店１ヶ店（船津店）、既存店の改装を１ヶ店（今宿店）行い、平

成22年１月に当社のフランチャイジーである有限会社ポテトより９ヶ店（那珂川店、花見店、二日市店、朝倉店、

柳川店、植木店、南久留米店、野中店、衣料館Ｍ）の店舗を譲り受けるとともに、非効率店舗１ヶ店（白石店）を

閉店するなど営業力、事業基盤の強化に努めてまいりました。 

 また、水城店と同じ敷地内にある衣料館Ｍを水城店との相乗効果を高めることを目的として、主に酒類や業務用

商品を取り扱う店舗に業態変更し、平成22年６月にリニューアルオープンいたしました。なお、衣料館Ｍは名称を

プラスＭに変更するとともに、当社内では水城店の別館として管理することから、当第３四半期連結会計期間末に

おける店舗数は98店舗から97店舗に変更になりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は668億95百万円（前年同四半期比4.0％減）、営業収入は２

億64百万円（同21.6％減）、営業利益は13億49百万円（同2.1％増）、経常利益は14億43百万円（同4.1％増）、四

半期純利益は８億82百万円（同22.4％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は559億31百万円となり、前第３四半期連結会計期間末と比較して

９億32百万円の減少となりました。この主な減少要因は、売掛金が有限会社ポテトからの事業譲受等により８億67

百万円、有形固定資産が設備投資額よりも減価償却費、減損損失及び除売却による減少額が上回ったことで８億48

百万円それぞれ減少したことであり、主な増加要因は、現金及び預金が５億19百万円増加したことであります。 

 負債は158億73百万円となり、前第３四半期連結会計期間末と比較して15億92百万円の減少となりました。この

主な要因は、有利子負債が15億４百万円減少したことにあります。 

 純資産は、四半期純利益の計上などにより前第３四半期連結会計期間末と比較して６億60百万円増加し、400億

57百万円となり、自己資本比率は71.6％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末における現金及び現金同等物は38億63百万円となり、前連結会計年度末と比較して

４億39百万円の増加となりました。 

 当第３四半期連結累計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」は21億95百万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13億79百万円、減価償却費10億74百万円、売上債権の減少額４億96百万円であり、主な減少要因

は、法人税等の支払額８億円であります。 

 この結果、前第３四半期連結累計会計期間と比較して８億98百万円の収入増となりました。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は４億93百万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10億34百万円であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出11億35百万円、有形固定資産の

取得による支出４億98百万円であります。 

 この結果、前第３四半期連結累計会計期間と比較して８億75百万円の支出減となりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は12億63百万円の支出となりました。この主な要因は、短期借入金の純

減少額２億円、長期借入金の返済による支出７億53百万円、配当金の支払額２億40百万円であります。 

 この結果、前第３四半期連結累計会計期間と比較して２億80百万円の支出増となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期の四半期純利益は税金費用の減少等により計画を上回る水準で推移していることから、予想当期純

利益を１億円引上げ、10億円といたします。  

 なお、平成22年４月30日の第２四半期決算短信で公表いたしました連結業績予想との差異は以下のとおりであり

ます。 

連結業績予想の修正 

  

（参考）個別業績予想の修正 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  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

  89,500

 百万円

   1,700

百万円

   1,820

百万円

    900

円 銭 

  57.74

 今回予想修正（B）  89,500  1,700  1,820  1,000  64.78

 増減額（B－A)     －   －   －     100  －

 増減率（％）   －    －    －    11.1  －

 前期実績  92,657  1,814  1,903   812  52.10

  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

  89,500

 百万円

   1,420

百万円

   1,560

百万円

    900

円 銭 

  57.74

 今回予想修正（B）  89,500  1,420  1,560  1,000  64.78

 増減額（B－A)     －   －   －     100  －

 増減率（％）   －    －    －    11.1  －

 前期実績  92,657  1,539  1,640   811  52.06

２．その他の情報

㈱マルキョウ（9866）平成22年９月期　第３四半期決算短信

2



３．四半期連結財務諸表 
（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22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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,598,771 7,058,072

売掛金 6,180 917,213

商品 3,414,482 3,256,080

繰延税金資産 174,555 164,903

その他 590,508 573,614

貸倒引当金 △4,365 △241,910

流動資産合計 11,780,132 11,727,973

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,374,392 12,535,557

土地 27,655,925 27,642,200

その他（純額） 763,043 1,144,146

有形固定資産合計 40,793,360 41,321,903

無形固定資産 167,338 87,008

投資その他の資産   

投資有価証券 657,115 639,269

繰延税金資産 753,649 733,658

その他 1,780,009 1,739,728

貸倒引当金 － △9,186

投資その他の資産合計 3,190,775 3,103,470

固定資産合計 44,151,474 44,512,383

資産合計 55,931,606 56,240,356

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,713,029 5,623,990

短期借入金 4,504,400 4,704,400

未払法人税等 110,516 416,311

賞与引当金 309,376 222,426

その他 1,460,547 1,281,970

流動負債合計 12,097,869 12,249,098

固定負債   

長期借入金 2,389,200 3,142,500

退職給付引当金 1,024,384 1,015,654

役員退職慰労引当金 251,660 240,991

その他 110,716 127,676

固定負債合計 3,775,961 4,526,822

負債合計 15,873,830 16,775,921
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21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 6,599,920

利益剰余金 27,607,841 26,966,123

自己株式 △122,243 △53,306

株主資本合計 40,081,717 39,508,937

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △23,941 △44,501

評価・換算差額等合計 △23,941 △44,501

純資産合計 40,057,775 39,464,435

負債純資産合計 55,931,606 56,240,356
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（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 69,663,919 66,895,944

売上原価 55,486,139 52,894,527

売上総利益 14,177,780 14,001,416

営業収入 338,034 264,983

営業総利益 14,515,814 14,266,399

販売費及び一般管理費 13,194,303 12,917,058

営業利益 1,321,510 1,349,341

営業外収益   

受取利息 15,732 12,127

受取配当金 7,424 7,456

受取手数料 60,457 49,690

その他 35,045 55,048

営業外収益合計 118,660 124,322

営業外費用   

支払利息 50,505 28,336

その他 3,521 2,222

営業外費用合計 54,027 30,558

経常利益 1,386,144 1,443,105

特別利益   

固定資産売却益 543 338

貸倒引当金戻入額 538 86

収用補償金 398,597 －

特別利益合計 399,679 425

特別損失   

固定資産除却損 74,400 5,647

固定資産売却損 73,627 73

減損損失 42,974 58,694

投資有価証券評価損 180,460 －

特別損失合計 371,463 64,415

税金等調整前四半期純利益 1,414,359 1,379,115

法人税、住民税及び事業税 657,883 526,583

法人税等調整額 36,020 △29,642

法人税等合計 693,903 496,941

四半期純利益 720,456 882,173
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22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 1,379,115

減価償却費 1,111,880 1,074,373

減損損失 42,974 58,694

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62,414 △246,732

賞与引当金の増減額（△は減少） 96,737 86,949

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,099 8,730

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,418 10,668

受取利息及び受取配当金 △23,156 △19,584

支払利息 50,505 28,336

投資有価証券評価損 180,460 －

収用補償金 △398,597 －

固定資産除却損 74,400 5,647

固定資産売却損益（△は益） 73,084 △265

売上債権の増減額（△は増加） △117,366 496,719

たな卸資産の増減額（△は増加） △234,374 110,295

仕入債務の増減額（△は減少） △46,453 △39,389

その他 △33,631 58,639

小計 2,275,756 3,012,200

利息及び配当金の受取額 22,822 12,480

利息の支払額 △52,828 △28,505

法人税等の支払額 △948,767 △800,304

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,296,983 2,195,870

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 △1,135,483

定期預金の払戻による収入 2,832,664 1,034,273

有形固定資産の取得による支出 △1,352,349 △498,772

有形固定資産の売却による収入 27,856 1,260

無形固定資産の取得による支出 △24,727 △3,048

収用補償金の受取による収入 139,721 －

その他 41,913 108,469

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,369,194 △493,301

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 △200,000

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 △753,300

自己株式の取得による支出 － △68,937

配当金の支払額 △241,944 △240,842

その他 △2,041 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △982,286 △1,263,080
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,054,497 439,488

現金及び現金同等物の期首残高 4,499,422 3,423,799

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,444,925 3,863,288
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 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成22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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成22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。 

  

〔海外売上高〕  

前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成22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。  

  

   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。 

  

（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

４．補足情報

事業の種類 

売上高  営業収入  合計  

金額(千円) 
前年同四半期比

(％)   
金額(千円) 

前年同四半期比
(％)  

金額(千円) 
前年同四半期比

(％)  

菓子  6,971,988  0.9  －  －  6,971,988  0.9

食品  38,210,898  2.8  －  －  38,210,898  2.8

雑貨  2,696,443  △7.3  －  －  2,696,443  △7.3

鮮魚  6,382,096  △4.0  －  －  6,382,096  △4.0

青果  4,908,495  △3.5  －  －  4,908,495  △3.5

精肉  6,115,415  △2.4  －  －  6,115,415  △2.4

薬品  179,688  △32.1  －  －  179,688  △32.1

商品供給高  1,430,918  △67.4  －  －  1,430,918  △67.4

小売業計  66,895,944  △4.0  －  －  66,895,944  △4.0

受取家賃  －  －  200,563  △29.6  200,563  △29.6

共益費収入  －  －  64,419  20.9  64,419  20.9

不動産賃貸業計  －  －  264,983  △21.6  264,983  △21.6

合計  66,895,944  △4.0  264,983  △21.6  67,160,927  △4.1
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