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1.  平成23年2月期第2四半期の業績（平成22年2月21日～平成22年8月20日） 

(注)営業収益は四半期損益計算書の「売上高」及び「営業収入」の合計を記載しております。 

(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）

営業収益 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2月期第2四半期 13,483 0.2 △405 ― △384 ― △422 ―
22年2月期第2四半期 13,460 ― △482 ― △463 ― △546 ―

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2月期第2四半期 △18.23 ―
22年2月期第2四半期 △23.56 ―

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2月期第2四半期 14,918 8,043 53.9 347.00
22年2月期 15,776 8,466 53.7 365.25

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  8,043百万円 22年2月期  8,466百万円

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2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年2月期 ― 0.00
23年2月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20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   

営業収益 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 28,000 1.6 △450 ― △450 ― △500 ― △21.57



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「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2月期2Q 23,185,983株 22年2月期  23,185,983株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  7,339株 22年2月期  7,236株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 23,178,698株 22年2月期2Q 23,178,937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ますが、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す。 

※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等について
は、四半期決算短信【添付資料】P3「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報 ………………………………………………２ 

(1) 経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

(2) 財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………２ 

(3) 業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………３ 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………４ 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………４ 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ………………………………４ 

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ………………………………………４ 

3. 四半期財務諸表 …………………………………………………………………………５ 

(1) 四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………５ 

(2) 四半期損益計算書 ……………………………………………………………………７ 

【第２四半期累計期間】 ………………………………………………………………７ 

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………８ 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………９ 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………９ 

4. 補足情報 …………………………………………………………………………………10 

  部門別売上実績 ………………………………………………………………………10 

  

  

○添付資料の目次

株式会社マルヤ(9975)　平成23年2月期　第2四半期決算短信(非連結)

- 1 -



当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退による企業業績の低迷が続く中、一

部には政府の景気対策や輸出の回復などにより上向くきざしが見え始めたものの急激な円高による景気

や雇用環境の不透明さから個人消費の低迷が続き極めて厳しい状況で推移いたしました。 

 当社が属する小売業界におきましてもデフレによる価格競争や消費者の節約志向の高まりにより依然

として経営環境は厳しい状況が続いております。 

 このような厳しい経営環境の中、当社は「地域社会に愛され、信頼される店づくり」の経営理念を実

現する為に顧客ニーズの把握に努め、売上向上に向けた営業活動を強化するとともに、経費削減に取組

み収益の改善に努めてまいりました。 

 営業面におきまして、青果部門を中心とした生鮮部門の強化を図るとともに、顧客ニーズに対応する

ため第２四半期の７月よりポイントカードサービスの導入を全店舗にて開始いたしました。その一方店

舗面におきましては不採算店舗１店舗を８月に閉鎖し当第２四半期末の店舗数は51店舗となりました。

この結果、既存店ベースの売上高対前年同期比は101.8％、来店客数対前年同期比は102.7％と回復基調

となってまいりましたが、来店客単価は対前年同期比99％にあり利益を押し上げるまでにはいたりませ

んでした。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の業績は、営業収益（売上高及び営業収入の合計）134億８千３

百万円(前年同期比100.2%）となりました。損益面につきましては、売上総利益率を0.9ポイント改善さ

せ販売費及び一般管理費の抑制に努めました結果、営業損失は７千７百万円減少し４億５百万円（前年

同期４億８千２百万円）となりました。また、経常損失は３億８千４百万円（前年同期４億６千３百万

円）、四半期純損失は４億２千２百万円（前年同期５億４千６百万円）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況  

 総資産の残高は149億１千８百万円で、前事業年度末に比べ８億５千８百万円減少しました。これは

主に、現金及び預金が５億３千５百万円減少する他、たな卸資産を６千６百万円圧縮したこと、有形固

定資産が償却等により６千万円減少したことによるものであります。  

 負債の残高は68億７千５百万円で、前事業年度末に比べ４億３千５百万円減少となりました。これは

主に、買掛金が７億２千３百万円減少する他、借入金が３億２千４百万円増加したことによるものであ

ります。  

 純資産の残高は80億４千３百万円で、前事業年度末に比べ４億２千３百万円減少しました。第２四半

期累計期間の純損失４億２千２百万円を計上したことによるものであります。  

  

 

②キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は前事業年度末より５億３千５百万円減少し13

億４千８百万円となりました。  

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。  

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動による資金の減少は８億６千９百万円（前年同期は１億５千９百万円の減少）となりまし

た。減少要因として、前事業年度末が金融機関の休日であったため仕入債務の内９億２千３百万円の支

払いを当期に行っており、この影響を除く当第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フロー

は５千３百万円の増加となります。これは税引前四半期純損失４億４百万円を計上しておりますが、非

資金費用として減価償却費１億５千４百万円と不動産賃借料の相殺による支払９千５百万円があった

他、たな卸資産を６千６百万円圧縮したこと等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）  

 投資活動による資金の増加は８百万円（前年同期は１千８百万円の減少）となりました。配送センタ

ーの取得など有形固定資産の取得に１億８百万円を使用いたしましたが、長期貸付金５千３百万円、建

設協力金７千４百万円の回収を行ったこと等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）  

 財務活動による資金の増加は３億２千４百万円（前年同期は８千万円の減少）となりました。新規に

長期借入金６億円の融資を受ける一方、借入金を２億７千５百万円返済したこと等によるものでありま

す。  

  

最近の業績の動向を踏まえ、平成22年４月６日に公表いたしました平成23年２月期の業績予想を修正

しております。なお、業績予想の具体的内容は、平成22年９月30日公表の「業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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①簡便な会計処理  

・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  

する方法によっております。  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理  

 該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

当社は、平成19年２月期（第45期）以降営業損失を、また平成18年２月期（第44期）以降営業活動に

よるキャッシュ・フローのマイナスを計上し、当第２四半期累計期間においても営業損失４億５百万

円、四半期純損失４億２千２百万円を計上しております。当該状況により当社には、将来にわたって事

業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。  

当社は当該状況を解消すべく下記のとおり取り組んでおります。  

 なお、当第２四半期累計期間の営業キャッシュ・フローは前掲の（キャッシュ・フローの状況）に記

載いたしましたとおり、増加に転じております。 

  

① 荒利の改善  

 お客様ニーズにあった売場作りや、商品政策を実行していく過程において、取扱い商品構成の見直

し、ロスの削減、新規商品の開発、在庫の削減等により荒利の改善を図ってまいります。  

② コスト構造の改善  

 既存店舗の損益状況を踏まえ、店舗運営を継続するか否かを機動的に判断し、不採算店舗について

は、早急に改善策を講じる等の対策を迅速に行ってまいります。  

一方、コスト削減のみに注力するのではなく、費用対効果を検討し、効果が見込めるものについては積

極的に投資を行い収益改善に結びつけてまいります。  

③ 人材の育成  

 当社の経営理念であります「地域社会に愛され信頼される店づくり」を実現させ、食の安全・安心の

提供、充実した商品の品揃え等、お客様の満足度を高めるためには、直接お客様と接する社員の知識、

技術及び接客等を向上させることが大切であります。そのためには積極的な社員の教育、研修等を実施

し、顧客サービスの向上を図ってまいります。  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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８月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,378,721 1,914,710

売掛金 5,061 4,215

商品 944,387 1,010,532

貯蔵品 8,698 8,923

その他 439,253 431,818

貸倒引当金 △374 △375

流動資産合計 2,775,747 3,369,824

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,343,074 3,430,582

土地 4,027,230 3,954,505

その他（純額） 303,709 349,246

有形固定資産合計 7,674,014 7,734,334

無形固定資産 191,409 192,139

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,938,227 1,928,301

建設協力金 1,877,674 2,040,100

その他 505,990 556,790

貸倒引当金 △44,869 △44,922

投資その他の資産合計 4,277,023 4,480,269

固定資産合計 12,142,448 12,406,743

資産合計 14,918,196 15,776,568

負債の部

流動負債

買掛金 1,052,855 1,776,568

短期借入金 2,694,000 2,802,000

1年内返済予定の長期借入金 438,200 258,200

未払金 700,855 648,049

未払法人税等 35,602 51,149

賞与引当金 30,100 30,000

店舗閉鎖損失引当金 303,668 347,856

その他 143,251 155,304

流動負債合計 5,398,533 6,069,129

固定負債

長期借入金 608,550 355,650

退職給付引当金 299,822 309,685

長期預り保証金 456,315 458,635

その他 111,964 117,366
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年８月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月20日)

固定負債合計 1,476,652 1,241,338

負債合計 6,875,185 7,310,467

純資産の部

株主資本

資本金 4,976,635 4,976,635

資本剰余金 5,625,560 5,625,560

利益剰余金 △2,554,110 △2,131,585

自己株式 △4,519 △4,508

株主資本合計 8,043,565 8,466,101

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △555 －

評価・換算差額等 △555 －

純資産合計 8,043,010 8,466,101

負債純資産合計 14,918,196 15,776,568
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(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21日
至 平成21年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年２月21日
至 平成22年８月20日)

売上高 12,712,603 12,802,025

売上原価 10,126,654 10,089,271

売上総利益 2,585,949 2,712,753

営業収入 747,537 681,964

営業総利益 3,333,486 3,394,718

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 1,357,674 1,336,237

賞与引当金繰入額 31,500 55,700

退職給付費用 21,000 23,700

不動産賃借料 866,893 844,179

減価償却費 179,802 154,495

その他 1,359,505 1,385,797

販売費及び一般管理費合計 3,816,376 3,800,110

営業損失（△） △482,889 △405,392

営業外収益

受取利息 29,833 28,220

受取配当金 1,189 44

物品売却益 13,935 13,134

その他 13,851 13,556

営業外収益合計 58,809 54,955

営業外費用

支払利息 33,140 33,922

その他 5,818 610

営業外費用合計 38,959 34,532

経常損失（△） △463,039 △384,968

特別利益

受取補償金 8,000 －

特別利益合計 8,000 －

特別損失

減損損失 72,383 7,728

その他 － 11,826

特別損失合計 72,383 19,555

税引前四半期純損失（△） △527,422 △404,524

法人税、住民税及び事業税 18,600 18,000

法人税等調整額 － －

法人税等合計 18,600 18,000

四半期純損失（△） △546,022 △422,524
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(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21日
至 平成21年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年２月21日
至 平成22年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △527,422 △404,524

減価償却費 179,802 154,495

減損損失 72,383 7,728

不動産賃借料相殺額 108,033 95,140

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,100 100

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △61,988 △44,068

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,508 △9,863

受取利息及び受取配当金 △31,022 △28,264

支払利息 33,140 33,922

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,260 66,370

仕入債務の増減額（△は減少） 106,704 △713,713

未払消費税等の増減額（△は減少） 97,549 △15,855

その他 △42,190 42,071

小計 △104,360 △816,460

利息及び配当金の受取額 13,852 11,502

利息の支払額 △32,337 △33,952

預り保証金の増減額（△は減少） 1,028 5,580

法人税等の支払額 △37,490 △36,318

営業活動によるキャッシュ・フロー △159,306 △869,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の増減額（△は増加） 24 44

有形固定資産の取得による支出 △157,926 △108,131

関係会社株式の取得による支出 △50,000 －

長期貸付金の回収による収入 － 53,150

建設協力金の回収による収入 93,557 74,792

長期預り建設協力金の受入収入 90,000 －

その他 6,280 △11,082

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,064 8,773

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） △156,768 △108,000

長期借入れによる収入 200,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △124,050 △167,100

自己株式の取得による支出 △48 △11

配当金の支払額 △48 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △80,914 324,887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △258,285 △535,988

現金及び現金同等物の期首残高 1,550,142 1,884,710

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,291,857 1,348,721
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当社は、平成19年２月期（第45期）以降営業損失を、また平成18年２月期（第44期）以降営業活動に

よるキャッシュ・フローのマイナスを計上し、当第２四半期累計期間においても営業損失４億５百万

円、四半期純損失４億２千２百万円を計上しております。当該状況により当社には、将来にわたって事

業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。  

 当社は、こうした状況を解消すべく、荒利の改善、コスト構造の改善、人材の育成に取り組んでおり

ます。また、財務面につきましては、金融機関より６億円の追加融資を受け財務基盤の安定、強化を図

りました。この他、営業活動によるキャッシュ・フローは概ね計画に沿って改善しておりますが、計画

に対し遅延すると判断した場合には、固定資産の処分を含めた施策も講じてまいります。  

 しかしながら、こうした取り組みは実施途上であり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確

実性が認められます。  

 四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期財務諸表には反映しておりません。  

  

  

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) 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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(注) １ 海産加工は、魚卵、干物魚、練物等であります。 

２ デイリー・菓子は、一般菓子、パン、牛乳等であります。 

３ 日配品は、麺類、漬物、冷凍食品、米等であります。 

４ その他は、ドラッグ、たばこ、健康ランド内レストラン等であります。 

５ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 補足情報

部門別売上実績

部門別 売上高(千円) 構成比(％) 前年同四半期比（％）

生鮮食料品

精肉 1,334,895 10.4 109.6

鮮魚 755,928 5.9 103.0

青果 1,797,875 14.1 109.8

海産加工 402,003 3.1 104.9

小計 4,290,703 33.5 108.0

非生鮮食料品

一般食品 2,285,358 17.9 92.3

デイリー・菓子 2,045,722 16.0 99.0

日配品 1,541,228 12.0 98.6

惣菜 592,663 4.6 111.3

酒 931,625 7.3 97.3

小計 7,396,598 57.8 97.3

日用品雑貨 236,381 1.8 93.0

その他 878,341 6.9 100.1

合計 12,802,025 100.0 100.7
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