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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22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 ％

23年2月期第2四半期 19,539 1.9 315 50.9 249 61.4 143 ―

22年2月期第2四半期 19,168 ― 209 ― 154 ― 3 ―

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 19.71 ―

22年2月期第2四半期 0.48 ―

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 15,825 3,076 19.4 428.15
22年2月期 15,953 3,157 19.8 424.82

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  3,076百万円 22年2月期  3,157百万円

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 ― 10.00 10.00

23年2月期 ― 0.00

23年2月期 
（予想）

― 10.00 10.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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 38,500 2.3 570 12.8 440 15.6 210 435.4 28.25



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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、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。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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  8,415,000株 22年2月期  8,415,000株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q  1,229,163株 22年2月期  981,763株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q  7,291,780株 22年2月期2Q  7,437,655株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、緩やかながら回復傾向が見られたものの、急激な

円高や株価の低迷に加え、先行きに対する不安等から個人消費は弱く、依然として不透明な状況にあり

ます。また、流通業界におきましては、消費者の節約志向が続く中、価格競争も一段と激しさを増して

おり、厳しい経営環境にあります。 

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２年目として、引き続き年間52週のＭＤ（マーチャンダイジング）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食に関する提案を積極的に進めました。加えて、新聞折

込チラシの表面の半分のスペースに「こだわり商品」の紹介コーナーを設け、味や品質でおすすめする

商品の販売を強化しました。 

売上高につきましては、梅雨明け前後から猛暑の影響等により夏物商品を中心に一部商品の動きが良

いものの、全般的に個人消費の伸びは弱く既存店の売上に影響が見られましたが、平成21年12月に開店

した飯山店が寄与したことから増収となりました。粗利益面では、価格競争や天候の影響を受けた青果

物の高騰など収益環境は厳しいものとなりましたが、ロス率の改善や仕入チャネルの開発等により粗利

益額の確保に努めました。一方、経費面では、引き続き消耗品等を中心に販売費及び一般管理費の削減

を推し進め、増益となりました。 

以上の営業活動の結果、当第２四半期連結会計期間の連結業績は、売上高99億９千７百万円（前年同

四半期1.6％増）、経常利益は１億８千８百万円（前年同四半期7.3％増）となり、四半期純利益は前年

同四半期に計上した役員退職慰労金がなくなったため１億１千１百万円（前年同四半期329.6％増）と

なりました。  

  

平成23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23年２月期第１

四半期決算短信（平成22年７月９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、６千１百万円減少しておりますが、これは主としてたな卸

資産が２億７千５百万円、売掛金が７千４百万円増加したものの、現金預金が２億３千２百万円、その

他（未収入金）が１億９千２百万円減少したことによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、６千６百万円減少しておりますが、これは主として有形固

定資産が３千２百万円減少したことによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、１億２千８百万円減少し、158億２千５百万円とな

りました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、４億９百万円増加しておりますが、これは主として買掛金

が５億１千９百万円増加したことによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、４億５千６百万円減少しておりますが、これは主として長

期借入金が４億９千５百万円減少したことによります。  

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、４千６百万円減少し、127億４千８百万円となり

ました。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べて、８千１百万円減少しておりますが、これは主として自己株式

を１億４千３百万円取得したことによります。  

この結果、純資産合計は、30億７千６百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末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８千５百万円減少し、５億８千６百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フローの状況) 

営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ４億３千９百万円増加し、２億３千３百万円と

なりました。これは主として前年同四半期に比べ、仕入債務の増減額が１億５千４百万円増加したこと

と、未払金の増減額が９千９百万円増加したことによります。 

(投資活動によるキャッシュ・フローの状況) 

投資活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ７千５百万円減少し、１億１千３百万円となり

ました。これは主として前年同四半期に比べ、有形固定資産の取得による支出が３億５千５百万円減少

したことと、有形固定資産の売却による収入が１億６千８百万円減少したことによります。 

(財務活動によるキャッシュ・フローの状況) 

財務活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ２億８百万円減少し、２億５百万円となりまし

た。これは主として前年同四半期に比べ、長期借入金の返済による支出が１億８百万円減少したことに

よります。 

  

当期の業績予想につきましては、平成22年４月22日発表の数値に変更はありません。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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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該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。なお、法人税等調整

額は法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 630,724 863,401

売掛金 277,583 203,110

リース投資資産 544,127 554,248

たな卸資産 1,634,658 1,359,536

繰延税金資産 136,548 136,548

その他 531,820 703,461

貸倒引当金 △8,800 △11,700

流動資産合計 3,746,663 3,808,606

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,724,826 6,887,006

土地 2,040,108 1,969,259

リース資産（純額） 535,486 471,533

その他（純額） 138,625 144,198

有形固定資産合計 9,439,047 9,471,998

無形固定資産

のれん 30,833 33,333

リース資産 51,901 50,396

借地権 1,047,978 1,047,978

その他 41,367 45,238

無形固定資産合計 1,172,081 1,176,946

投資その他の資産

投資有価証券 563,677 575,492

差入保証金 498,316 503,888

繰延税金資産 267,452 262,673

その他 142,935 158,611

貸倒引当金 △4,700 △4,700

投資その他の資産合計 1,467,680 1,495,967

固定資産合計 12,078,809 12,144,913

資産合計 15,825,472 15,953,519
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,462,858 1,943,234

短期借入金 4,085,103 4,402,603

リース債務 89,703 70,375

未払法人税等 62,803 42,208

賞与引当金 141,000 135,000

その他 961,250 799,410

流動負債合計 7,802,718 7,392,832

固定負債

長期借入金 3,156,875 3,652,613

リース債務 573,732 523,273

繰延税金負債 347,960 361,612

退職給付引当金 396,954 382,003

その他 470,580 483,370

固定負債合計 4,946,103 5,402,873

負債合計 12,748,821 12,795,705

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 1,976,314 1,906,914

自己株式 △805,916 △662,390

株主資本合計 3,086,398 3,160,524

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △9,747 △2,710

評価・換算差額等合計 △9,747 △2,710

純資産合計 3,076,650 3,157,813

負債純資産合計 15,825,472 15,953,519

－6－

(株)マツヤ　(7452)　平成23年2月期第2四半期決算短信



(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)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８月31日)

売上高 19,168,606 19,539,536

売上原価 14,644,761 14,779,610

売上総利益 4,523,845 4,759,926

その他の営業収入 604,228 593,149

営業総利益 5,128,074 5,353,075

販売費及び一般管理費 4,918,901 5,037,499

営業利益 209,173 315,576

営業外収益

受取利息 910 197

受取配当金 7,932 7,685

債務勘定整理益 6,794 4,116

その他 11,128 9,575

営業外収益合計 26,765 21,575

営業外費用

支払利息 80,512 86,122

その他 909 1,676

営業外費用合計 81,421 87,798

経常利益 154,516 249,352

特別利益

投資有価証券売却益 6,491 －

固定資産売却益 11,672 －

貸倒引当金戻入額 － 2,900

特別利益合計 18,164 2,900

特別損失

役員退職慰労金 80,000 －

固定資産除却損 － 3,815

特別損失合計 80,000 3,815

税金等調整前四半期純利益 92,681 248,436

法人税等 89,090 104,704

四半期純利益 3,590 143,732
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【第２四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

売上高 9,836,076 9,997,518

売上原価 7,508,278 7,532,252

売上総利益 2,327,798 2,465,265

その他の営業収入 315,844 301,446

営業総利益 2,643,643 2,766,711

販売費及び一般管理費 2,467,928 2,549,493

営業利益 175,715 217,218

営業外収益

受取利息 169 123

受取配当金 7,914 7,668

債務勘定整理益 2,620 1,508

その他 7,775 5,333

営業外収益合計 18,480 14,633

営業外費用

支払利息 39,526 42,100

その他 466 1,176

営業外費用合計 39,992 43,277

経常利益 154,202 188,574

特別利益

投資有価証券売却益 6,491 －

固定資産売却益 11,672 －

貸倒引当金戻入額 － 2,900

特別利益合計 18,164 2,900

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 92,367 191,474

法人税等 66,394 79,904

四半期純利益 25,972 111,569
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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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22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 92,681 248,436

減価償却費 298,159 342,828

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 2,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,653 14,951

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 6,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △2,900

受取利息及び受取配当金 △8,842 △7,882

支払利息 80,512 86,122

売上債権の増減額（△は増加） △124,400 △74,473

たな卸資産の増減額（△は増加） △221,229 △275,122

リース投資資産の増減額（△は増加） － 10,121

その他の流動資産の増減額（△は増加） △40,880 14,105

仕入債務の増減額（△は減少） 686,165 619,311

未払金の増減額（△は減少） △88,111 98,461

未払費用の増減額（△は減少） 34,019 45,601

預り保証金の増減額（△は減少） 126,470 △10,325

その他の流動負債の増減額（△は減少） 44,644 △1,637

小計 883,176 1,116,097

利息及び配当金の受取額 8,856 7,891

利息の支払額 △86,999 △92,320

法人税等の支払額 △10,301 △22,817

営業活動によるキャッシュ・フロー 794,732 1,008,851

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 △18,004

定期預金の払戻による収入 15,004 15,000

有形固定資産の取得による支出 △1,119,317 △185,718

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 1,228

差入保証金の差入による支出 △24,589 △306

差入保証金の回収による収入 39,594 6,484

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 6,890

投資活動によるキャッシュ・フロー △862,640 △174,424

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 △118,215

長期借入れによる収入 600,000 70,000

長期借入金の返済による支出 △788,943 △765,023

リース債務の返済による支出 － △39,105

自己株式の取得による支出 △2,697 △143,526

配当金の支払額 △73,878 △74,239

財務活動によるキャッシュ・フロー △350,451 △1,070,108

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 △235,682

現金及び現金同等物の期首残高 864,695 822,363

現金及び現金同等物の四半期末残高 446,335 586,680
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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）及び当第２四半期連結累

計期間（平成22年３月１日 至 平成22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並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。 

  

（所在地別セグメント情報） 

前第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）及び当第２四半期連結累

計期間（平成22年３月１日 至 平成22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） 

前第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）及び当第２四半期連結累

計期間（平成22年３月１日 至 平成22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

－10－

(株)マツヤ　(7452)　平成23年2月期第2四半期決算短信




