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1.  平成23年9月期第3四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年6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9月期第3四半期 68,021 1.7 1,508 11.8 1,643 13.9 934 10.1
22年9月期第3四半期 66,895 △4.0 1,349 2.1 1,443 4.1 848 17.8

（注）包括利益 23年9月期第3四半期 ―百万円 （―％） 22年9月期第3四半期 ―百万円 （―％）

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3四半期 60.54 ―
22年9月期第3四半期 54.73 ―

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3四半期 53,260 41,035 77.0 2,659.02
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3四半期  41,035百万円 22年9月期  40,338百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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 ― 7.75 ―
23年9月期（予想） 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 90,000 0.2 1,850 2.9 2,000 4.2 1,140 △3.9 73.87



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  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) 四半期連結財務諸表の作成に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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年9月期3Q 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3Q 242,367 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3Q 15,434,083 株 22年9月期3Q 15,505,153 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により企業の生産活動に一部制約が生じ

るとともに電力の安定供給にも懸念が生じるなど先行き不透明な状況の中で推移いたしました。 

 食品スーパー業界におきましては、大震災直後の需要増により売上を一時的に伸ばしたものの、その後緩やかに

鎮静化しており、個人消費の動向は見通しにくいものとなっております。 

 このような状況の中で当社グループは、既存店の改装を９ヶ店（早岐店、東長崎店、柳川店、諫早店、久山台

店、嬉野店、新貝店、清水店、新川店）行うなど営業力の強化に努めてまいりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は680億21百万円（前年同四半期比1.7％増）、営業収入は２

億18百万円（同17.7％減）、営業利益は15億８百万円（同11.8％増）、経常利益は16億43百万円（同13.9％増）、

四半期純利益は９億34百万円（同10.1％増）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３四半期連結会計期間末における総資産は532億60百万円となり、前第３四半期連結会計期間末と比較し

て26億68百万円の減少となりました。この主な要因は、現金及び預金が19億88百万円、有形固定資産が設備投資

額よりも減価償却費及び除売却による減少額が上回ったことで４億21百万円減少したことにあります。 

 負債は122億25百万円となり、前第３四半期連結会計期間末と比較して36億80百万円の減少となりました。こ

の主な減少要因は、有利子負債が45億４百万円減少したことであり、主な増加要因は、未払法人税等が３億32百

万円、資産除去債務が２億94百万円、買掛金が２億14百万円増加したことであります。 

 純資産は、四半期純利益の計上などにより前第３四半期連結会計期間末と比較して10億11百万円増加し410億

35百万円となり、自己資本比率は77.0％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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は39億74百万円となり、

前連結会計年度末と比較して７億29百万円の減少となりました。 

 当第３四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26億34百万円（前年同四半期比20.0％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14億47百万円、減価償却費９億94百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支

払額５億19百万円であります。 

（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13億69百万円（同177.7％増）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６億35百万円であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出16億35百万円、有形固定資

産の取得による支出４億77百万円であります。 

（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19億94百万円（同57.9％増）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、長期借入金の返済による支出７億53百万円、配当金の支払額２億39百万円であります。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期の四半期純利益は、当初の見込みよりも税金費用が減少したことなどにより計画を上回る水準で推

移していることから、予想当期純利益を１億90百万円引上げ、11億40百万円といたします。  

 なお、平成22年11月15日に公表いたしました連結業績予想との差異は以下のとおりであります。 

連結業績予想の修正 

  

（参考）個別業績予想の修正 

  

（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 

 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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ8,103千円、税金等調整前四半期純利

益は198,730千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。 

  

  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 

  

前回発表予想（A）  

百万円

  90,000

 百万円

   1,850

百万円

   2,000

百万円

    950

円 銭 

  61.55

 今回予想修正（B）  90,000  1,850  2,000  1,140  73.87

 増減額（B－A)     －   －   －     190  －

 増減率（％）   －    －    －    20.0  －

 前期実績  89,795  1,797  1,919  1,186  76.58

  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 

  

前回発表予想（A）  

百万円

  90,000

 百万円

   1,585

百万円

   1,745

百万円

    950

円 銭 

  61.55

 今回予想修正（B）  90,000  1,585  1,745  1,140  73.87

 増減額（B－A)     －   －   －     190  －

 増減率（％）   －    －    －    20.0  －

 前期実績  89,795  1,532  1,664  1,186  76.60

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３四半期連結会計期間末
(平成23年６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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,610,641 5,339,980

売掛金 5,125 6,435

有価証券 2,138 2,137

商品 3,301,269 3,234,802

繰延税金資産 191,608 147,880

その他 587,633 622,055

貸倒引当金 － △4,368

流動資産合計 9,698,418 9,348,922

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,021,779 12,236,260

土地 27,792,552 27,655,965

その他（純額） 557,036 684,155

有形固定資産合計 40,371,367 40,576,381

無形固定資産 136,475 158,168

投資その他の資産   

投資有価証券 628,810 630,283

繰延税金資産 933,228 771,140

その他 1,492,635 1,752,915

貸倒引当金 － △27,634

投資その他の資産合計 3,054,673 3,126,704

固定資産合計 43,562,516 43,861,254

資産合計 53,260,935 53,210,176

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,927,121 5,614,398

短期借入金 1,004,400 2,004,400

未払法人税等 418,707 232,128

賞与引当金 292,989 208,602

その他 1,492,580 1,281,057

流動負債合計 9,135,799 9,340,587

固定負債   

長期借入金 1,384,800 2,138,100

退職給付引当金 1,030,986 1,022,918

役員退職慰労引当金 264,645 255,216

資産除去債務 294,896 －

その他 114,161 114,466

固定負債合計 3,089,489 3,530,701
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年６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９月30日) 

負債合計 12,225,289 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 28,606,844 27,911,687

自己株式 △124,129 △122,243

株主資本合計 41,078,835 40,385,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △43,189 △46,675

評価・換算差額等合計 △43,189 △46,675

純資産合計 41,035,645 40,338,888

負債純資産合計 53,260,935 53,210,176
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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10月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 66,895,944 68,021,961

売上原価 52,894,527 53,790,291

売上総利益 14,001,416 14,231,670

営業収入 264,983 218,124

営業総利益 14,266,399 14,449,795

販売費及び一般管理費 12,916,787 12,940,821

営業利益 1,349,612 1,508,973

営業外収益   

受取利息 12,127 9,474

受取配当金 7,456 8,545

受取手数料 49,690 68,449

その他 55,048 60,903

営業外収益合計 124,322 147,372

営業外費用   

支払利息 28,336 9,923

その他 2,222 2,562

営業外費用合計 30,558 12,485

経常利益 1,443,376 1,643,860

特別利益   

固定資産売却益 338 192

貸倒引当金戻入額 86 4,682

特別利益合計 425 4,875

特別損失   

固定資産除却損 62,147 3,826

固定資産売却損 73 6,599

減損損失 58,694 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 190,627

特別損失合計 120,915 201,053

税金等調整前四半期純利益 1,322,886 1,447,682

法人税、住民税及び事業税 502,122 719,095

法人税等調整額 △27,891 △205,816

法人税等合計 474,231 513,278

少数株主損益調整前四半期純利益 － 934,403

四半期純利益 848,654 934,403
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成23年６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 1,322,886 1,447,682

減価償却費 1,074,373 994,219

減損損失 58,694 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 190,627

貸倒引当金の増減額（△は減少） △246,732 △32,003

賞与引当金の増減額（△は減少） 86,949 84,386

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,730 8,067

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,668 9,429

受取利息及び受取配当金 △19,584 △18,019

支払利息 28,336 9,923

固定資産除却損 62,147 3,826

固定資産売却損益（△は益） △265 6,406

売上債権の増減額（△は増加） 496,719 1,309

たな卸資産の増減額（△は増加） 110,295 △63,602

仕入債務の増減額（△は減少） △39,389 312,722

その他 58,368 191,863

小計 3,012,200 3,146,840

利息及び配当金の受取額 12,480 17,666

利息の支払額 △28,505 △9,999

法人税等の支払額 △800,304 △519,551

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,195,870 2,634,956

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 △1,135,483 △1,635,806

定期預金の払戻による収入 1,034,273 635,483

有形固定資産の取得による支出 △498,772 △477,004

有形固定資産の売却による収入 1,260 1,067

無形固定資産の取得による支出 △3,048 △9,334

その他 108,469 115,821

投資活動によるキャッシュ・フロー △493,301 △1,369,773

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） △200,000 △1,000,000

長期借入金の返済による支出 △753,300 △753,300

自己株式の取得による支出 △68,937 △1,885

配当金の支払額 △240,842 △239,660

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,263,080 △1,994,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 439,488 △729,662

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 3,863,288 3,974,834
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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10月１日 至 平成22年６月30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３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６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３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30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） 

 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。 

  

（１） 販売実績 

 当第３四半期連結累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）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

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  7,372,836  5.7  －  －  7,372,836  5.7

食品  39,908,336  4.4  －  －  39,908,336  4.4

雑貨  2,819,665  4.6  －  －  2,819,665  4.6

鮮魚  6,310,122  △1.1  －  －  6,310,122  △1.1

青果  5,118,961  4.3  －  －  5,118,961  4.3

精肉  6,352,722  3.9  －  －  6,352,722  3.9

薬品  139,316  △22.5  －  －  139,316  △22.5

商品供給高  －  △100.0  －  －  －  △100.0

小売業計  68,021,961  1.7  －  －  68,021,961  1.7

その他の事業計  －  －  218,124  △17.7  218,124  △17.7

合計  68,021,961  1.7  218,124  △17.7  68,240,086  1.6
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（２） 役員の異動 

 当第３四半期連結会計期間末日後、当四半期決算短信提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

 ① 退任役員 

  

 ② 役職の異動 

  

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役会長   斉田 弥太郎 平成23年７月15日 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役会長 － 取締役副会長 － 斉田 克行 平成23年７月29日 

㈱マルキョウ （9866） 平成23年９月期　第３四半期決算短信

9


	サマリー情報
	四半期短信



