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1.  平成23年1月期第2四半期の業績（平成22年2月1日～平成22年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

23年1月期第2四半期 3,207 △0.9 271 35.9 292 38.2 160 41.1
22年1月期第2四半期 3,236 6.3 199 △22.3 211 △21.0 113 △56.8

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

23年1月期第2四半期 16.76 ―
22年1月期第2四半期 19.89 ―

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

23年1月期第2四半期 8,757 7,215 82.4 754.84
22年1月期 8,984 7,156 79.6 748.67

（参考） 自己資本   23年1月期第2四半期  7,215百万円 22年1月期  7,156百万円

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   

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

22年1月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
23年1月期 ― 0.00
23年1月期 

（予想）
― 10.00 10.00

3.  平成23年1月期の業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 6,850 1.0 460 5.0 480 4.1 260 5.7 27.20



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年1月期2Q  9,610,000株 22年1月期  9,610,000株
② 期末自己株式数 23年1月期2Q  51,600株 22年1月期  51,500株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期2Q  9,558,432株 22年1月期2Q  5,708,600株

※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、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績の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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項について
は、２ページ「１．当四半期の業績等に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とする外需や政府の経済政策効果により、一部では

景気回復の兆しが見られたものの、個人消費の本格的な回復は見られず厳しい経済環境が続いております。   

 食品業界は、雇用・所得環境の改善の足取りが鈍い中、消費者の低価格志向を背景に食品全般が値下がりしてお

り、厳しい経営環境にあります。 

 このような状況下にあって、当社は、主力製品の棒ラーメンや長崎皿うどん等の販売強化に努めるとともに、安

定的な成績を実現すべく全社をあげて収益向上や原価低減に努めました。 

 この結果、当第2四半期累計期間における売上高は、32億7百万円（前年同期比0.9%減）となりました。 

 また、利益面につきましては、営業利益は2億71百万円（前年同期比35.9％増）、経常利益は2億92百万円（前年

同期比38.2％増）、四半期純利益は1億60百万円（前年同期比41.1%増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

(ア)当第2四半期末の財政状態  

 当第2四半期会計期間末における総資産は87億57百万円となり、前事業年度末と比較して2億27百万円の減少と

なりました。この主な要因は売上債権が3億71百万円減少したことにあります。 

 負債につきましては、15億42百万円となり、前事業年度末と比較して2億85百万円の減少となりました。この

主な要因は仕入債務が2億10百万円減少したことによります。 

 純資産につきましては、利益の計上などにより前事業年度末と比較して58百万円増加し、72億15百万円となり

ました。  

  

(イ)当第2四半期におけるキャッシュ・フローの状況 

 当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金が2億19

百万円の増加、投資活動による資金が7億78百万円の減少、財務活動による資金が97百万円減少しましたので、

前事業年度末に比べて6億57百万円減少し、資金残高は5億12百万円となりました。 

 当第2四半期累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） 

 営業活動の結果得られた資金は、2億19百万円となりました。これは主に、税引前利益が2億91百万円、お

よび売上債権が3億71百万円減少したこと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） 

 投資活動の結果使用した資金は7億78百万円となりました。これは主に定期預金の払戻しによる収入が15億

円ありましたが、定期預金の預入による支出が12億円、有価証券の取得による支出が11億円あったことによ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は97百万円となりました。これは主に配当金の支払額95百万円、及び借入金

の減少額2百万円等によるものであります。  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年１月期の業績予想につきましては、平成22年３月19日に公表しました業績予想に変更ありません。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しておりま

す。 

② 繰延税金資産及び負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、一時差異の発生状況等について前事業年度末から著しい変

化がないと認められるため、前事業年度末において使用した将来の業績予想及びタックス・プランニングを

利用しております。  

（２）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。 

  

  

（３）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。 

  

  

２．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,206,379 2,163,765

受取手形及び売掛金 1,510,353 1,881,908

有価証券 2,757,684 1,696,207

商品及び製品 89,420 85,989

仕掛品 34,286 34,958

原材料及び貯蔵品 109,985 75,428

繰延税金資産 26,820 27,914

その他 27,301 25,343

流動資産合計 5,762,231 5,991,516

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 280,293 291,127

機械及び装置（純額） 209,240 217,543

土地 913,241 913,241

建設仮勘定 50,803 31,000

その他（純額） 49,893 53,030

有形固定資産合計 1,503,472 1,505,942

無形固定資産 21,262 16,151

投資その他の資産   

投資有価証券 1,187,566 1,186,331

関係会社社債 198,972 198,796

繰延税金資産 10,124 12,367

その他 77,432 76,965

貸倒引当金 △3,500 △3,500

投資その他の資産合計 1,470,596 1,470,960

固定資産合計 2,995,330 2,993,054

資産合計 8,757,562 8,984,571



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 837,244 1,048,166

短期借入金 40,000 42,000

未払金 307,618 349,430

未払法人税等 127,758 152,700

賞与引当金 35,649 28,882

その他 54,128 61,281

流動負債合計 1,402,399 1,682,462

固定負債   

退職給付引当金 105,770 117,870

役員退職慰労引当金 34,358 28,103

固定負債合計 140,128 145,974

負債合計 1,542,527 1,828,436

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,989,630 1,989,630

資本剰余金 1,989,711 1,989,711

利益剰余金 3,282,611 3,217,966

自己株式 △30,492 △30,453

株主資本合計 7,231,461 7,166,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,426 △10,720

評価・換算差額等合計 △16,426 △10,720

純資産合計 7,215,034 7,156,134

負債純資産合計 8,757,562 8,984,571



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 3,236,685 3,207,664

売上原価 1,912,000 1,756,128

売上総利益 1,324,684 1,451,535

販売費及び一般管理費 1,125,148 1,180,412

営業利益 199,536 271,123

営業外収益   

受取利息 11,667 12,367

受取配当金 4,863 8,383

その他 5,095 7,211

営業外収益合計 21,626 27,961

営業外費用   

支払利息 152 146

たな卸資産廃棄損 5,267 5,384

株式交付費償却 3,094 －

その他 1,030 1,037

営業外費用合計 9,544 6,567

経常利益 211,618 292,517

特別損失   

固定資産除却損 646 163

役員退職慰労金 10,953 －

投資有価証券売却損 － 374

投資有価証券評価損 － 724

特別損失合計 11,599 1,262

税引前四半期純利益 200,018 291,254

法人税、住民税及び事業税 76,515 123,836

法人税等調整額 9,938 7,188

法人税等合計 86,454 131,024

四半期純利益 113,563 160,230



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 1,523,307 1,475,542

売上原価 890,245 822,441

売上総利益 633,061 653,101

販売費及び一般管理費 544,223 567,938

営業利益 88,838 85,163

営業外収益   

受取利息 5,939 6,219

受取配当金 3,929 4,208

その他 2,936 3,408

営業外収益合計 12,805 13,836

営業外費用   

支払利息 54 55

たな卸資産廃棄損 3,082 3,136

株式交付費償却 1,547 －

その他 1,002 1,000

営業外費用合計 5,686 4,192

経常利益 95,956 94,807

特別損失   

固定資産除却損 541 72

投資有価証券売却損 － 374

投資有価証券評価損 － 19

特別損失合計 541 466

税引前四半期純利益 95,415 94,341

法人税、住民税及び事業税 35,005 36,386

法人税等調整額 8,477 8,810

法人税等合計 43,483 45,196

四半期純利益 51,931 49,144



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 200,018 291,254

減価償却費 36,949 31,730

長期前払費用償却額 610 610

ソフトウエア償却費 1,058 1,989

株式交付費償却 3,094 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,949 6,766

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,850 △16,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,321 △12,100

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20,446 6,255

受取利息及び受取配当金 △16,531 △20,750

支払利息 152 146

有形固定資産除却損 646 163

投資有価証券売却損益（△は益） － 374

投資有価証券評価損益（△は益） － 724

売上債権の増減額（△は増加） 264,714 371,555

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,374 △37,316

仕入債務の増減額（△は減少） △277,662 △214,282

未払金の増減額（△は減少） △52,008 △45,992

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,790 △1,853

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,529 △2,543

その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,684 5,338

その他の固定資産の増減額（△は増加） △3,168 △1,123

小計 98,943 364,145

法人税等の支払額 △95,744 △145,127

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,199 219,018

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 △900,000 △1,200,000

定期預金の払戻による収入 900,000 1,500,000

有価証券の取得による支出 － △1,100,000

有価証券の売却及び償還による収入 100,000 42,000

有形固定資産の取得による支出 △30,742 △19,680

無形固定資産の取得による支出 △978 △7,100

投資有価証券の取得による支出 △108,827 △15,388

投資有価証券の売却及び償還による収入 3,224 91

従業員に対する長期貸付けによる支出 △1,805 △741

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 550 787

利息及び配当金の受取額 17,639 21,115

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,939 △778,915

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） △2,000 △2,000

自己株式の取得による支出 － △39

配当金の支払額 △57,027 △95,278

利息の支払額 △152 △146

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,179 △97,463

現金及び現金同等物に係る換算差額 367 △191

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △76,551 △657,551

現金及び現金同等物の期首残高 602,921 1,169,975

現金及び現金同等物の四半期末残高 526,369 512,423



 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

当第２四半期累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年７月31日）販売品目別販売実績 

（単位：千食、千円 単位未満切捨）

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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

期別 前第2四半期累計期間 当第2四半期累計期間 増  減 

品目別  数量 金額 
構成比 
（%） 

数量 金額 
構成比 
（%）  

金額 
増減率 
（%） 

棒状ラーメン  17,489  781,649  24.1  18,723  849,448  26.5  67,798  8.7

カップめん  11,977  1,309,293  40.5  11,377  1,240,723  38.7  △68,569  △5.2

袋めん  24,070  1,140,598  35.2  19,968  1,111,346  34.6  △29,251  △2.6

その他  41  5,144  0.2  74  6,145  0.2  1,001  19.5

合計  53,579  3,236,685  100.0  50,143  3,207,664  100.0  △29,020  △0.9


	ヘッダー1: 
	ヘッダー2: 
	ヘッダー3: ㈱マルタイ(2919)　平成23年1月期　第2四半期決算短信（非連結）
	ヘッダー4: ㈱マルタイ(2919)　平成23年1月期　第2四半期決算短信（非連結）
	ヘッダー5: ㈱マルタイ(2919)　平成23年1月期　第2四半期決算短信（非連結）
	ヘッダー6: ㈱マルタイ(2919)　平成23年1月期　第2四半期決算短信（非連結）
	ヘッダー7: ㈱マルタイ(2919)　平成23年1月期　第2四半期決算短信（非連結）
	ヘッダー8: ㈱マルタイ(2919)　平成23年1月期　第2四半期決算短信（非連結）
	ヘッダー9: ㈱マルタイ(2919)　平成23年1月期　第2四半期決算短信（非連結）
	ヘッダー10: ㈱マルタイ(2919)　平成23年1月期　第2四半期決算短信（非連結）
	ヘッダー11: ㈱マルタイ(2919)　平成23年1月期　第2四半期決算短信（非連結）
	フッター1: 
	フッター2: 
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -


