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1. 平成24年2月期第３四半期の業績（平成23年2月21日～平成23年11月20日）

 (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 ％

24年2月期第３四半期 19,150 △6.6 △275 ― △259 ― △719 ―

23年2月期第３四半期 20,500 0.3 △605 ― △582 ― △678 ―

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

24年2月期第３四半期 △31 06 ―

23年2月期第３四半期 △29 28 ―

 (2) 財政状態

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

24年2月期第３四半期 13,540 6,818 50.4 294 18

23年2月期 14,974 7,539 50.3 325 27

(参考) 自己資本 24年2月期第３四半期 6,818百万円 23年2月期 7,539百万円

2. 配当の状況

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

23年2月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

24年2月期 ― 0 00 ―

24年2月期(予想) 0 00 0 00

3. 平成24年2月期の業績予想（平成23年2月21日～平成24年2月20日）

(％表示は、対前期増減率)

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 25,500 △7.6 △300 ― △300 ― △770 ― △33 22



  

 
(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。 

 
(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） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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。 

  

・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）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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) 24年2月期3Ｑ 23,185,983株 23年2月期 23,185,983株

② 期末自己株式数 24年2月期3Ｑ 7,594株 23年2月期 7,461株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年2月期3Ｑ 23,178,460株 23年2月期3Ｑ 23,178,679株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな景気回復の兆しが見られたものの、雇用情勢

や所得環境は依然厳しい状況で推移いたしました。また東日本大震災は、日本経済に甚大な被害、影響

を及ぼし、景気の先行きは予断を許さない状況で推移しております。  

当社が属する小売業界におきましても個人所得の伸び悩みや雇用不安による個人消費の停滞により当社

を取り巻く経営環境は厳しい状況が続いております。  

 このような状況の中、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

に生鮮部門の強化を図るとともに新規商品の発掘、発注精度の向上、在庫削減に注力した結果、売上総

利益率は前年同期比１．５ポイント改善することができました。しかしながらが、当第３四半期会計期

間における業績回復の足取りは重い状況となりました。店舗面におきましては、３月にインパクト佐倉

小竹店（千葉県佐倉市）、６月に和戸店（埼玉県南埼玉郡）を開設する一方、不採算店舗の２店舗を閉

鎖し、第３四半期末店舗数は50店舗となりました。  

  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）191億５千

万円（前年同期比９３．４％）、営業損失２億７千５百万円（前年同期は営業損失６億５百万円）、経

常損失２億５千９百万円（前年同期は経常損失５億８千２百万円）となりました。さらに、資産除去債

務会計基準の適用に伴う影響額１億６千２百万円、減損損失９千４百万円、店舗閉鎖損失引当金繰入額

９千６百万円等を計上した結果、四半期純損失は７億１千９百万円（前年同期は四半期純損失６億７千

８百万円）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135億４千万円で、前事業年度末に比べ14億３千３百万円減少しました。主に、現金

及び預金の減少が４億６千５百万円、賃貸用の土地や建物等の一部の売却処分等含め有形固定資産が５

億７千３百万円減少したこと、賃借物件の解約に伴う敷金の返金を受けたこと等により敷金が９千万円

減少したこと、及び建設協力金が回収等により１億９千９百万円減少したことによるものであります。 

 負債の残高は67億２千１百万円で、前事業年度末に比べ７億１千３百万円減少しました。これは主

に、借入金が５億３千７百万円減少したことによるものであります。なお、買掛金については、一部取

引先との仕入債務の決済日（当四半期会計期間末）が金融機関の休日であったため、仕入債務７億８千

７百万円の支払を翌四半期期首に行っております。また、前事業年度末も同じ事由にて仕入債務９億５

千万円の支払を当期首に行いました。  

 純資産の残高は68億１千８万円で、前事業年度末に比べ７億２千万円減少しております。これは主

に、第３四半期累計期間の四半期純損失７億１千９百万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４億６千５百万円減少し14

億５千７百万円となりました。  

 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。  

（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減少は３億４千９百万円（前年同期は１千３百万円の増加）となりました。税

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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引前四半期純損失６億９千１百万円を計上しておりますが、非資金費用として減価償却費１億９千８

百万円と減損損失９千４百万円及び不動産賃借料との相殺額１億５千万円の計上があったことによるも

のであります。  

  

（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増加は４億２千１百万円（前年同期は３千２百万円の減少）となりました。有

形固定資産の取得に７千６百万円を使用しておりますが、賃貸用の土地や建物等の売却収入３億５千８

百万円、敷金７千８百万円、建設協力金７千８百万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）  

 財務活動の結果、資金の減少は５億３千７百万円（前年同期は１億４千９百万円の増加）となりまし

た。新規に長期借入金１億円の融資を受ける一方、借入金を６億３千７百万円返済したこと等によるも

のであります。  

  

近の業績の動向を踏まえ、平成23年９月28日に公表いたしました平成24年２月期の業績予想を修正

しております。なお、業績予想の具体的内容は、平成23年12月26日公表の「特別損失及び業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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。  

  

会計処理基準に関する事項の変更  

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 第１四半期会計期間より、「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３四半期累計期間の営業損失及び経常損失は６百万円それぞれ増加し、税引前四半

期純損失は１億６千８百万円増加しております。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２億２千４百万円であります。  

  

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）以降前事業年度

まで営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上しております。一方、当第３四半期累計期間

の業績は営業損失２億７千５百万円（前年同期比３億３千万円の改善）を計上しており、引き続き事業

年度の業績の着実な改善に取り組んでまいります。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。  

 当社は当該状況を確実に解消すべく、引き続き下記の施策に取り組んでおります。  

  

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、取扱商品構成の見直し、

発注精度の向上、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23年11月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成23年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,487,280 1,952,748

売掛金 2,188 3,755

商品 767,457 839,761

貯蔵品 7,409 8,640

その他 498,816 443,642

貸倒引当金 △725 △407

流動資産合計 2,762,428 3,248,139

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,812,709 3,174,127

土地 3,830,053 4,027,230

その他（純額） 207,930 222,801

有形固定資産合計 6,850,693 7,424,159

無形固定資産 189,614 190,683

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,804,492 1,890,136

建設協力金 1,576,857 1,776,070

その他 396,063 486,985

貸倒引当金 △39,953 △42,040

投資その他の資産合計 3,737,459 4,111,151

固定資産合計 10,777,767 11,725,994

資産合計 13,540,195 14,974,134

負債の部

流動負債

買掛金 1,586,825 1,882,187

短期借入金 2,267,000 2,584,000

1年内返済予定の長期借入金 298,664 437,864

未払金 634,134 637,531

未払法人税等 31,449 51,856

賞与引当金 52,190 29,100

店舗閉鎖損失引当金 325,531 340,717

その他 172,647 160,983

流動負債合計 5,368,442 6,124,240

固定負債

長期借入金 382,394 463,342

退職給付引当金 274,164 290,565

長期預り保証金 369,072 449,259

資産除去債務 225,623 －

その他 101,897 107,490

固定負債合計 1,353,152 1,310,656

負債合計 6,721,594 7,434,897
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成23年11月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成23年２月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,976,635 4,976,635

資本剰余金 2,566,915 5,625,560

利益剰余金 △719,893 △3,058,644

自己株式 △4,556 △4,536

株主資本合計 6,819,100 7,539,014

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △499 222

評価・換算差額等 △499 222

純資産合計 6,818,600 7,539,236

負債純資産合計 13,540,195 14,974,134
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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22年２月21日
至 平成22年11月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年２月21日
至 平成23年11月20日)

売上高 19,459,999 17,988,586

売上原価 15,347,932 13,910,857

売上総利益 4,112,066 4,077,729

営業収入 1,040,295 1,162,106

営業総利益 5,152,362 5,239,835

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 1,991,492 1,944,645

賞与引当金繰入額 101,355 80,290

退職給付費用 35,550 36,900

不動産賃借料 1,265,595 1,180,254

減価償却費 233,769 198,382

貸倒引当金繰入額 － 3,116

その他 2,130,120 2,071,310

販売費及び一般管理費合計 5,757,883 5,514,899

営業損失（△） △605,521 △275,063

営業外収益

受取利息 36,854 32,648

受取配当金 2,511 2,609

物品売却益 19,589 18,565

その他 18,745 12,894

営業外収益合計 77,700 66,717

営業外費用

支払利息 53,913 49,702

その他 946 1,037

営業外費用合計 54,859 50,739

経常損失（△） △582,680 △259,085

特別利益

固定資産売却益 － 25,641

特別利益合計 － 25,641

特別損失

固定資産売却損 － 89,223

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 162,276

減損損失 54,206 94,113

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 96,600

その他 14,217 16,236

特別損失合計 68,424 458,449

税引前四半期純損失（△） △651,104 △691,893

法人税、住民税及び事業税 27,500 28,000

法人税等合計 27,500 28,000

四半期純損失（△） △678,604 △719,893
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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22年２月21日
至 平成22年11月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年２月21日
至 平成23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（△） △651,104 △691,893

減価償却費 233,769 198,382

減損損失 54,206 94,113

不動産賃借料相殺額 142,922 150,770

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,755 23,090

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △63,810 △15,185

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,778 △16,400

受取利息及び受取配当金 △39,365 △35,257

支払利息 53,913 49,702

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 162,276

たな卸資産の増減額（△は増加） 83,086 73,533

仕入債務の増減額（△は減少） 210,881 △295,362

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,300 △8,798

その他 42,035 70,925

小計 83,211 △240,104

利息及び配当金の受取額 14,402 11,380

利息の支払額 △52,113 △46,430

預り保証金の増減額（△は減少） 4,733 △37,879

法人税等の支払額 △36,318 △36,928

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,915 △349,962

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） 44 －

有形固定資産の取得による支出 △131,777 △76,668

有形固定資産の売却による収入 － 358,876

関係会社株式の取得による支出 △14,175 －

長期貸付金の回収による収入 53,150 －

敷金及び保証金の回収による収入 － 78,759

建設協力金の回収による収入 75,792 78,017

その他 △15,160 △17,321

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,124 421,663

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） △162,000 △317,000

長期借入れによる収入 600,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △288,150 △320,148

自己株式の取得による支出 △11 △19

配当金の支払額 △1 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 149,837 △537,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 131,627 △465,467

現金及び現金同等物の期首残高 1,884,710 1,922,748

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,016,338 1,457,280
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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）以降前事業年度

まで営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上しております。一方、当第３四半期累計期間

の業績は営業損失２億７千５百万円（前年同期比３億３千万円の改善）を計上しております。    

 当社は引き続き、荒利の改善、コスト構造の改善、人材の育成に取り組み、事業年度の業績改善に取

り組んでまいります。また営業活動によるキャッシュ・フローは改善が進んで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。  

 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。  

  

当社は、食料品・日用品雑貨を主体とした小売事業の展開とこれらの付随業務を事業内容とする単一

事業を行っているため、セグメント情報の記載を省略しております。 

（追加情報）  

 第１四半期会計期間より「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。  

  

当社は、平成23年５月17日開催の定時株主総会決議に基づき、平成23年５月31日付けで資本準備金

5,625,560千円、利益準備金303,593千円を減少させ、それぞれその他資本剰余金と繰越利益剰余金に振

替えるとともに、その他資本剰余金のうち3,058,644千円を繰越利益剰余金に振替え、欠損補填を行い

ました。  

 なお、株主資本の合計金額には、著しい変動はありません。  

  

  

  

(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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(自 平成23年２月21日 至 平成23年11月20日） 

 
(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。 

６ 第２四半期累計期間より、惣菜の区分を「非生鮮食料品」より「生鮮食料品・惣菜」へ変更して 

おります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 補足情報

部門別売上実績

部門別 売上高(千円) 構成比(％) 前年同四半期増減比（％）

生鮮食料品 
・惣菜

精肉 1,924,318 10.7 △5.6

鮮魚 1,014,045 5.6 △13.1

青果 2,440,036 13.6 △12.3

海産加工 631,252 3.5 △0.4

惣菜 944,245 5.3 4.5

小計 6,953,899 38.7 △7.6

非生鮮食料品

一般食品 3,242,356 18.0 △6.6

デイリー・菓子 2,757,107 15.3 △10.3

日配品 2,346,316 13.1 △0.4

酒 1,301,283 7.2 △7.2

小計 9,647,064 53.6 △6.4

日用品雑貨 329,276 1.8 △8.0

その他 1,058,346 5.9 △16.8

合計 17,988,586 100.0 △7.6

株式会社マルヤ(9975) 平成24年2月期　第3四半期決算短信(非連結）

―10―




