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1.  平成23年9月期第1四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成22年12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9月期第1四半期 23,846 3.7 606 △14.7 649 △13.6 292 △32.9
22年9月期第1四半期 22,992 △6.4 711 △1.8 751 1.3 436 12.0

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9月期第1四半期 18.97 ―
22年9月期第1四半期 28.01 ―

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9月期第1四半期 59,709 40,521 67.9 2,625.24
22年9月期 53,210 40,338 75.8 2,613.19

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  40,521百万円 22年9月期  40,338百万円

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9月期 ― 7.75 ― 7.75 15.50
23年9月期 ―
23年9月期 

（予想）
7.75 ― 7.75 15.50

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

44,500 1.1 940 2.9 1,015 4.0 420 △31.8 27.21

通期 90,000 0.2 1,850 2.9 2,000 4.2 950 △19.9 61.55



(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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「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 有
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9月期1Q  15,675,000株 22年9月期  15,675,000株
② 期末自己株式数 23年9月期1Q  239,662株 22年9月期  238,362株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q  15,435,338株 22年9月期1Q  15,585,941株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、足踏み状態にあり、また、失業率も高水準にあるなど不安定

な状態で推移いたしました。 

 食品スーパー業界におきましては、個人消費が雇用情勢悪化の懸念もあり消費マインドが盛り上がらず依然とし

て厳しい状況にあります。 

 このような状況の中で当社グループは、既存店の改装を３ヶ店（早岐店、柳川店、嬉野店）行うなど営業力の強

化に努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は238億46百万円（前年同四半期比3.7％増）、営業収入は76百万

円（同32.4％減）、営業利益は６億６百万円（同14.7％減）、経常利益は６億49百万円（同13.6％減）、四半期純

利益は２億92百万円（同32.9％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は597億９百万円となり、前第１四半期連結会計期間末と比較

して42億78百万円の減少となりました。この主な要因は、現金預金が31億24百万円、売掛金が有限会社ポテト

からの事業譲受等により９億48百万円、有形固定資産が設備投資額よりも減価償却費、減損損失及び除売却に

よる減少額が上回ったことで６億27百万円減少したことにあります。 

 負債は191億88百万円となり、前第１四半期連結会計期間末と比較して50億30百万円の減少となりました。

この主な要因は、有利子負債が57億４百万円減少したことにあります。 

 純資産は、四半期純利益の計上などにより前第１四半期連結会計期間末と比較して７億51百万円増加し、

405億21百万円となりました。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は104億33百万円とな

り、前連結会計年度末と比較して57億28百万円の増加となりました。 

 当第１四半期連結会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74億22百万円（前年同四半期比5.2％増）となりました。この主な増加要因

は、税金等調整前四半期純利益４億56百万円、減価償却費３億24百万円、仕入債務の増加額68億11百万円であ

り、主な減少要因は、たな卸資産の増加額５億69百万円、法人税等の支払額１億99百万円であります。 

（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３億21百万円（同8.0％減）となりました。この主な増加要因は、定期預金

の払戻による収入１億20百万円であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出４億20百万円、有形固定

資産の取得による支出１億12百万円であります。 

（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13億71百万円（前年同四半期は６億27百万円の収入）となりました。この主

な要因は、短期借入金の純減少額10億円であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年９月期の連結業績予想につきましては、平成22年11月15日に公表いたしました連結業績予想に変更はあ

りません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出しておりま

す。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ2,727千円、税金等調整前四半期純利益は195,403千円減少しており

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は294,714千円であります。 

  

（４）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
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年12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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,368,714 5,339,980

売掛金 6,655 6,435

有価証券 2,138 2,137

商品 3,803,901 3,234,802

繰延税金資産 48,539 147,880

その他 683,711 622,055

貸倒引当金 － △4,368

流動資産合計 15,913,661 9,348,922

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,208,805 12,236,260

土地 27,697,608 27,655,965

その他（純額） 636,034 684,155

有形固定資産合計 40,542,448 40,576,381

無形固定資産 148,557 158,168

投資その他の資産   

投資有価証券 638,892 630,283

繰延税金資産 844,054 771,140

その他 1,622,262 1,752,915

貸倒引当金 － △27,634

投資その他の資産合計 3,105,210 3,126,704

固定資産合計 43,796,217 43,861,254

資産合計 59,709,878 53,210,176

負債の部   

流動負債   

買掛金 12,426,113 5,614,398

短期借入金 1,004,400 2,004,400

未払法人税等 154,702 232,128

賞与引当金 43,450 208,602

その他 1,981,758 1,281,057

流動負債合計 15,610,425 9,340,587

固定負債   

長期借入金 1,887,000 2,138,100

退職給付引当金 1,023,578 1,022,918

役員退職慰労引当金 258,772 255,216

資産除去債務 295,940 －

その他 112,621 114,466

固定負債合計 3,577,913 3,530,701
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年12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９月30日) 

負債合計 19,188,338 12,871,288

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,996,200 5,996,200

資本剰余金 6,599,920 6,599,920

利益剰余金 28,084,862 27,911,687

自己株式 △122,828 △122,243

株主資本合計 40,558,153 40,385,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △36,613 △46,675

評価・換算差額等合計 △36,613 △46,675

純資産合計 40,521,540 40,338,888

負債純資産合計 59,709,878 53,210,176
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 22,992,577 23,846,448

売上原価 18,226,620 18,899,303

売上総利益 4,765,957 4,947,144

営業収入 112,746 76,236

営業総利益 4,878,703 5,023,380

販売費及び一般管理費 4,167,374 4,416,416

営業利益 711,329 606,964

営業外収益   

受取利息 4,359 8,561

受取配当金 1,747 1,847

受取手数料 16,187 19,328

その他 28,741 18,221

営業外収益合計 51,036 47,959

営業外費用   

支払利息 10,523 4,215

その他 456 1,588

営業外費用合計 10,979 5,804

経常利益 751,385 649,119

特別利益   

固定資産売却益 － 20

貸倒引当金戻入額 － 4,682

特別利益合計 － 4,703

特別損失   

固定資産除却損 2,504 700

固定資産売却損 － 3,618

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 192,676

特別損失合計 2,504 196,995

税金等調整前四半期純利益 748,880 456,827

法人税、住民税及び事業税 209,039 137,592

法人税等調整額 103,298 26,426

法人税等合計 312,338 164,019

少数株主損益調整前四半期純利益 436,542 292,808

四半期純利益 436,542 292,808

㈱マルキョウ （9866） 平成23年９月期　第１四半期決算短信

6



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12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 748,880 456,827

減価償却費 345,561 324,999

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 192,676

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,214 △32,003

賞与引当金の増減額（△は減少） △177,605 △165,152

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,003 659

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,556 3,556

受取利息及び受取配当金 △6,106 △10,409

支払利息 10,523 4,215

固定資産除却損 2,504 700

固定資産売却損益（△は益） － 3,598

売上債権の増減額（△は増加） △37,703 △219

たな卸資産の増減額（△は増加） △452,066 △569,801

仕入債務の増減額（△は減少） 6,488,936 6,811,714

その他 471,710 594,398

小計 7,434,408 7,615,761

利息及び配当金の受取額 1,946 10,112

利息の支払額 △10,545 △4,212

法人税等の支払額 △367,904 △199,494

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,057,905 7,422,167

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 △120,000 △420,000

定期預金の払戻による収入 20,000 120,000

有形固定資産の取得による支出 △319,638 △112,964

有形固定資産の売却による収入 334 484

無形固定資産の取得による支出 △2,571 △500

その他 72,066 91,158

投資活動によるキャッシュ・フロー △349,809 △321,820

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） 1,000,000 △1,000,000

長期借入金の返済による支出 △251,100 △251,100

配当金の支払額 △120,950 △119,927

その他 △446 △585

財務活動によるキャッシュ・フロー 627,503 △1,371,612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,335,599 5,728,734

現金及び現金同等物の期首残高 3,423,799 4,704,496

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,759,398 10,433,231

㈱マルキョウ （9866） 平成23年９月期　第１四半期決算短信

7



 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１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 小売業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12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重要な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１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

 〔セグメント情報〕 

 当社グループは、報告セグメントが小売業のみであり、当社の業績における「その他」の重要性が乏しいた

め、記載を省略しております。なお、「その他」には、テナント等への不動産賃貸が含まれております。 

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 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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  販売実績 

 当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

４．補足情報

事業の種類 

売上高  営業収入  合計  

金額(千円) 
前年同四半期比

(％)   
金額(千円) 

前年同四半期比
(％)  

金額(千円) 
前年同四半期比

(％)  

菓子  2,446,026  11.8  －  －  2,446,026  11.8

食品  13,965,235  11.0  －  －  13,965,235  11.0

雑貨  1,020,614  11.5  －  －  1,020,614  11.5

鮮魚  2,281,156  5.4  －  －  2,281,156  5.4

青果  1,817,107  13.7  －  －  1,817,107  13.7

精肉  2,265,874  11.1  －  －  2,265,874  11.1

薬品  50,432  △31.5  －  －  50,432  △31.5

商品供給高  －  △100.0  －  －  －  △100.0

小売業計  23,846,448  3.7  －  －  23,846,448  3.7

受取家賃  －  －  54,720  △41.9  54,720  △41.9

共益費収入  －  －  21,515  15.4  21,515  15.4

不動産賃貸業計  －  －  76,236  △32.4  76,236  △32.4

合計  23,846,448  3.7  76,236  △32.4  23,922,684  3.5
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