
平成23年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成22年12月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 マルヤ 上場取引所 東 
コード番号 9975 URL http://www.maruya-group.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 折原 昭
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画本部長 （氏名） 大串 誠 TEL 048-761-0808
四半期報告書提出予定日 平成23年1月4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

1.  平成23年2月期第3四半期の業績（平成22年2月21日～平成22年11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3四半期 20,500 0.3 △605 ― △582 ― △678 ―
22年2月期第3四半期 20,435 ― △704 ― △683 ― △774 ―

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3四半期 △29.28 ―
22年2月期第3四半期 △33.43 ―

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3四半期 15,421 7,786 50.5 335.94
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3四半期  7,786百万円 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」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3Q 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3Q  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3Q 23,178,679株 22年2月期3Q 23,178,877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」をご覧下さい。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国向けの輸出が弱含んでいることに加え、欧州の

財政危機問題等により円高が進行したことなどから足踏み状態が続きました。また個人消費に関しまし

ては猛暑効果や景気対策による持ち直しも見られましたが、その後、景気対策の縮小による反動減など

弱い動きもみられました。当社が属する小売業界におきましても、デフレ状態の中での価格競争が依然

として続いていることや消費者の節約志向・選別消費とも相まっ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

現するため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。また店舗面に

おきましては、既存店舗の活性化を図るために、９月に松伏店を改装致しました。その一方、不採算店

舗１店舗を８月に閉鎖し、第３四半期末の店舗数は５１店舗となりました。この結果、既存店ベースで

の売上高対前年同期比は102.1％、来店客数対前年同期比101.6％と回復基調となってまいりましたが、

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３四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）205億円(前年

同期比100.3%）となりました。損益面につきましては、売上総利益率を0.7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９千９百万円減少し６億５百万円（前年同期７億４

百万円）となりました。また、経常損失は５億８千２百万円（前年同期６億８千３百万円）、四半期純

損失は６億７千８百万円（前年同期７億７千４百万円）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154億２千１百万円で、前事業年度末に比べ３億５千４百万円減少しました。これは

主に、たな卸資産を８千３百万円圧縮したこと、有形固定資産が償却等により１億６千３百万円減少し

たことおよび建設協力金が回収等により２億２百万円減少したことによるものであります。  

 負債の残高は76億３千５百万円で、前事業年度末に比べ３億２千４百万円増加となりました。これは

主に、買掛金が２億円増加する他、借入金が１億４千９百万円増加したことによるものであります。  

 純資産の残高は77億８千６百万円で、前事業年度末に比べ６億７千９百万円減少しました。第３四半

期累計期間の四半期純損失６億７千８百万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３四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１億３千１百万円増加し20

億１千６百万円となりました。  

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増加は１千３百万円（前年同期は３億１千３百万円の減少）となりました。税

引前四半期純損失６億５千１百万円を計上しておりますが、非資金費用として減価償却費２億３千３百

万円と不動産賃借料との相殺１億４千２百万円があった他、たな卸資産を８千３百万円圧縮したことお

よび仕入債務の増加が２億１千万円あったことによるものであります。なお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いましたが、当四半期会計期間末

も同じく金融機関の休日であったため仕入債務の内９億６千２百万円の支払いを翌四半期首に行ってお

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減少は３千２百万円（前年同期は４千５百万円の減少）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１億３千１百万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７千５百万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１億４千９百万円（前年同期は２億３千６百万円の減少）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４億５千万円返済したことによるものであ

ります。  

  

  

当第３四半期累計期間の業績につきましては、当初計画を多少下回る推移となっており、消費者の低

価格志向とそれに伴う小売業界における価格競争が依然として続いていることから、今後も外的要因に

よる下振れリスクは想定されます。  

 しかしながら、ポイントカードサービスの導入や、青果部門を中心とした生鮮部門の強化策実行によ

り、当第３四半期累計期間の生鮮食料品売上高は対前年同期比107.0％を確保し、また既存店ベースで

の売上高は前年同期比102.1％、来店客数は対前年同期比101.6％と前年を上回るペースを維持している

ことなどから、平成22年９月30日に公表いたしました平成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）の変更はございません。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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３四半期累計期間においても営業損失６億５百万

円、四半期純損失６億７千８百万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施策に取り組んでおり、当第３四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３四半期会計期間末
(平成22年11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 2,046,338 1,914,710

売掛金 3,037 4,215

商品 928,100 1,010,532

貯蔵品 8,269 8,923

その他 430,801 431,818

貸倒引当金 △375 △375

流動資産合計 3,416,171 3,369,824

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 3,277,678 3,430,582

土地 4,027,230 3,954,505

その他（純額） 266,222 349,246

有形固定資産合計 7,571,132 7,734,334

無形固定資産 191,046 192,139

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,926,157 1,928,301

建設協力金 1,837,818 2,040,100

その他 524,238 556,790

貸倒引当金 △44,664 △44,922

投資その他の資産合計 4,243,549 4,480,269

固定資産合計 12,005,728 12,406,743

資産合計 15,421,900 15,776,568

負債の部

流動負債

買掛金 1,977,450 1,776,568

短期借入金 2,640,000 2,802,000

1年内返済予定の長期借入金 400,200 258,200

未払金 701,182 648,049

未払法人税等 36,524 51,149

賞与引当金 75,755 30,000

店舗閉鎖損失引当金 284,046 347,856

その他 142,482 155,304

流動負債合計 6,257,641 6,069,129

固定負債

長期借入金 525,500 355,650

退職給付引当金 290,907 309,685

長期預り保証金 452,418 458,635

その他 108,735 117,366
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年11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 1,377,561 1,241,338

負債合計 7,635,202 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 △2,810,189 △2,131,585

自己株式 △4,519 △4,508

株主資本合計 7,787,485 8,466,101

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △787 －

評価・換算差額等 △787 －

純資産合計 7,786,698 8,466,101

負債純資産合計 15,421,900 15,776,568
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年２月21日
至 平成21年11月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年２月21日
至 平成22年11月20日)

売上高 19,331,694 19,459,999

売上原価 15,392,290 15,347,932

売上総利益 3,939,404 4,112,066

営業収入 1,103,347 1,040,295

営業総利益 5,042,751 5,152,362

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 2,025,161 1,991,492

賞与引当金繰入額 70,701 101,355

退職給付費用 31,500 35,550

不動産賃借料 1,306,894 1,265,595

減価償却費 270,608 233,769

その他 2,042,601 2,130,120

販売費及び一般管理費合計 5,747,467 5,757,883

営業損失（△） △704,716 △605,521

営業外収益

受取利息 39,018 36,854

受取配当金 1,189 2,511

物品売却益 20,489 19,589

その他 19,460 18,745

営業外収益合計 80,158 77,700

営業外費用

支払利息 50,831 53,913

その他 7,836 946

営業外費用合計 58,667 54,859

経常損失（△） △683,225 △582,680

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 54,206

その他 － 14,217

特別損失合計 72,383 68,424

税引前四半期純損失（△） △747,609 △651,104

法人税、住民税及び事業税 27,300 27,500

法人税等調整額 － －

法人税等合計 27,300 27,500

四半期純損失（△） △774,909 △678,604
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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３四半期累計期間
(自 平成21年２月21日
至 平成21年11月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年２月21日
至 平成22年11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（△） △747,609 △651,104

減価償却費 270,608 233,769

減損損失 72,383 54,206

不動産賃借料相殺額 158,312 142,922

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,898 45,755

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △74,343 △63,810

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33,364 △18,778

受取利息及び受取配当金 △40,207 △39,365

支払利息 50,831 53,913

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,385 83,086

仕入債務の増減額（△は減少） 74,234 210,881

未払消費税等の増減額（△は減少） 103,679 △10,300

その他 △50,403 42,035

小計 △243,163 83,211

利息及び配当金の受取額 15,251 14,402

利息の支払額 △49,156 △52,113

預り保証金の増減額（△は減少） 1,241 4,733

法人税等の支払額 △37,508 △36,318

営業活動によるキャッシュ・フロー △313,334 13,915

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） 365 44

有形固定資産の取得による支出 △183,803 △131,777

関係会社株式の取得による支出 △50,000 △14,175

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 108,825 75,792

長期預り建設協力金の受入収入 90,000 －

その他 △11,348 △15,160

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,961 △32,124

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） △235,818 △162,000

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 △200,100 △288,150

自己株式の取得による支出 △49 △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 △236,016 149,837

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △595,312 131,627

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 954,830 2,016,338
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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３四半期累計期間においても営業損失６億５百万

円、四半期純損失６億７千８百万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 2,038,719 10.5 106.9

鮮魚 1,167,000 6.0 102.2

青果 2,782,728 14.3 109.2

海産加工 634,075 3.2 106.5

小計 6,622,524 34.0 107.0

非生鮮食料品

一般食品 3,472,923 17.9 93.5

デイリー・菓子 3,074,544 15.8 99.5

日配品 2,355,237 12.1 98.5

惣菜 903,258 4.6 112.1

酒 1,402,111 7.2 97.7

小計 11,208,075 57.6 98.0

日用品雑貨 357,767 1.9 90.6

その他 1,271,630 6.5 96.9

合計 19,459,999 100.0 100.7
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