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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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3四半期 28,714 1.8 391 34.6 289 45.2 168 654.7
22年2月期第3四半期 28,201 ― 290 ― 199 ― 22 ―

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 23.23 ―

22年2月期第3四半期 3.00 ―

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 15,890 3,100 19.5 431.50
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3四半期  3,100百万円 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」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3Q  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3Q  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3Q  7,256,723株 22年2月期3Q 7,437,087株
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当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部に景気回復の兆しが見られたものの国内株価

の低迷や円高、雇用情勢などに変化が見られず、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、消費者の節約志向の中、価格競争も激し

さを増しており、厳しい経営環境が続いております。 

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」のもと、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季節・旬・地域催

事に合わせた売場提案を積極的に進めております。９月からは新聞折込チラシに「こだわり商品」を紹

介する回数を増やし、味や品質でおすすめする商品の展開を強化しました。また、接客向上を目的とし

て「笑顔のあいさつ運動」に取り組みました。 

売上高につきましては、残暑の影響により夏物商品等の一部商品は動きが良かったものの、全般的に

個人消費の伸びが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、ロス率や在庫管理精度の改善および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。経費面におきましては、継続して削減に取り組んでまいりましたが、売上高の伸びを上回る結果

となりました。第４四半期においては、より一層の人時生産性の改善等により、収益確保に努めてまい

ります。 

以上の営業活動の結果、当第３四半期連結会計期間の連結業績は、売上高91億７千５百万円（前年同

四半期1.6％増）、経常利益は人件費、水道光熱費等の増加により３千９百万円（前年同四半期10.9％

減）となり、四半期純利益は２千４百万円（前年同四半期32.6％増）となりました。  

  

平成23年２月期第１四半期及び第２四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）及び第２四半期決算短信（平成22年10月８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、９千７百万円増加しておりますが、これは主としてたな卸

資産が３億７千６百万円増加し、現金預金が２億３千１百万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、１億６千万円減少しておりますが、これは主として有形固

定資産が１億９百万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、６千３百万円減少し、158億９千万円となりまし

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、３億２千６百万円増加しておりますが、これは主として買

掛金が１億９千万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、３億３千２百万円減少しておりますが、これは主として長

期借入金が３億４千８百万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、５百万円減少し、127億８千９百万円となりまし

た。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べて、５千７百万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、31億円となりました。 

  

②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連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）

は、第２四半期連結会計期間末に比べ４百万円増加し、５億９千万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フローの状況) 

営業活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ１億１千５百万円増加し、１億２千６百万円と

なりました。これは主として前年同四半期に比べ、売上債権の増減額が４千４百万円減少したことと棚

卸資産の増減額が２千８百万円減少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１億１千２百万円減少し、７千８百万円となり

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１億４千６百万円減少

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) 

財務活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ７千３百万円減少し、２億９百万円となりまし

た。これは主として前年同四半期に比べ、長期借入金による収入が１億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３四半期連結会計期間末
(平成22年11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22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 631,841 863,401

売掛金 246,060 203,110

リース投資資産 538,997 554,248

たな卸資産 1,736,066 1,359,536

繰延税金資産 136,548 136,548

その他 622,519 703,461

貸倒引当金 △6,100 △11,700

流動資産合計 3,905,933 3,808,606

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,622,393 6,887,006

土地 2,040,272 1,969,259

リース資産（純額） 526,464 471,533

その他（純額） 173,365 144,198

有形固定資産合計 9,362,496 9,471,998

無形固定資産

のれん 29,583 33,333

リース資産 50,913 50,396

借地権 1,047,978 1,047,978

その他 39,434 45,238

無形固定資産合計 1,167,909 1,176,946

投資その他の資産

投資有価証券 562,249 575,492

差入保証金 484,928 503,888

繰延税金資産 268,029 262,673

その他 143,573 158,611

貸倒引当金 △4,700 △4,700

投資その他の資産合計 1,454,081 1,495,967

固定資産合計 11,984,487 12,144,913

資産合計 15,890,421 15,953,519
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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11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22年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,133,846 1,943,234

短期借入金 4,169,493 4,402,603

リース債務 92,080 70,375

未払法人税等 81,197 42,208

賞与引当金 25,000 135,000

その他 1,217,397 799,410

流動負債合計 7,719,015 7,392,832

固定負債

長期借入金 3,303,678 3,652,613

リース債務 562,254 523,273

繰延税金負債 341,134 361,612

退職給付引当金 400,764 382,003

その他 462,912 483,370

固定負債合計 5,070,745 5,402,873

負債合計 12,789,760 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 2,001,176 1,906,914

自己株式 △805,916 △662,390

株主資本合計 3,111,260 3,160,524

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △10,598 △2,710

評価・換算差額等合計 △10,598 △2,710

純資産合計 3,100,661 3,157,813

負債純資産合計 15,890,421 15,953,519
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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21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 28,201,922 28,714,577

売上原価 21,448,460 21,677,126

売上総利益 6,753,461 7,037,451

その他の営業収入 884,172 872,422

営業総利益 7,637,634 7,909,874

販売費及び一般管理費 7,346,861 7,518,632

営業利益 290,772 391,241

営業外収益

受取利息 1,024 268

受取配当金 7,949 7,856

債務勘定整理益 9,602 5,488

その他 14,165 12,611

営業外収益合計 32,742 26,225

営業外費用

支払利息 123,212 126,478

その他 1,240 1,934

営業外費用合計 124,453 128,413

経常利益 199,062 289,053

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 － 5,600

特別利益合計 18,164 5,600

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 137,226 290,838

法人税等 114,886 122,243

四半期純利益 22,339 168,594
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【第３四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年９月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 9,033,315 9,175,040

売上原価 6,803,699 6,897,515

売上総利益 2,229,615 2,277,525

その他の営業収入 279,943 279,273

営業総利益 2,509,559 2,556,798

販売費及び一般管理費 2,427,959 2,481,132

営業利益 81,599 75,665

営業外収益

受取利息 113 71

受取配当金 17 170

債務勘定整理益 1,694 1,371

その他 4,151 3,036

営業外収益合計 5,977 4,650

営業外費用

支払利息 42,700 40,356

その他 330 258

営業外費用合計 43,031 40,614

経常利益 44,545 39,701

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 2,700

特別利益合計 － 2,700

税金等調整前四半期純利益 44,545 42,401

法人税等 25,796 17,539

四半期純利益 18,748 24,861

－8－

(株)マツヤ　(7452)　平成23年2月期第3四半期決算短信



(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21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11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 137,226 290,838

減価償却費 489,178 518,651

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 3,749 3,749

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,777 18,761

賞与引当金の増減額（△は減少） △100,000 △110,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △5,600

受取利息及び受取配当金 △8,974 △8,125

支払利息 123,212 126,478

売上債権の増減額（△は増加） △48,053 △42,950

たな卸資産の増減額（△は増加） △294,231 △376,530

リース投資資産の増減額（△は増加） － 15,251

その他の流動資産の増減額（△は増加） 40,556 19,657

仕入債務の増減額（△は減少） 281,819 210,528

未払金の増減額（△は減少） △110,007 130,015

未払費用の増減額（△は減少） 241,442 277,507

預り保証金の増減額（△は減少） 128,952 △16,761

その他の流動負債の増減額（△は減少） 27,764 △18,488

小計 915,248 1,032,983

利息及び配当金の受取額 8,971 8,127

利息の支払額 △130,729 △136,082

法人税等の支払額 △10,301 △22,831

営業活動によるキャッシュ・フロー 783,189 882,196

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 △27,012 △27,004

定期預金の払戻による収入 15,004 27,000

有形固定資産の取得による支出 △1,346,120 △265,901

有形固定資産の売却による収入 170,526 －

無形固定資産の取得による支出 △37,525 －

貸付金の回収による収入 101,971 1,839

差入保証金の差入による支出 △20,210 △456

差入保証金の回収による収入 93,739 9,136

投資有価証券の取得による支出 △48,966 －

投資有価証券の売却による収入 64,191 －

その他 △18,599 2,709

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,053,000 △252,677

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） 11,690 71,719

長期借入れによる収入 1,100,000 470,000

長期借入金の返済による支出 △1,102,111 △1,123,764

リース債務の返済による支出 － △61,255

自己株式の取得による支出 △3,447 △143,526

配当金の支払額 △73,925 △74,257

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,792 △861,084

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） △337,603 △231,564

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 527,091 590,798
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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21年３月１日 至 平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累

計期間（平成22年３月１日 至 平成22年11月30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３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累

計期間（平成22年３月１日 至 平成22年11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21年３月１日 至 平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累

計期間（平成22年３月１日 至 平成22年11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。 

  

(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
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