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1.  平成24年9月期第3四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24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 ％

24年9月期第3四半期 65,969 △3.0 1,256 △16.7 1,407 △14.4 721 △22.8
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

（注）包括利益 24年9月期第3四半期 674百万円 （△28.1％） 23年9月期第3四半期 937百万円 （7.9％）

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9月期第3四半期 46.76 ―
23年9月期第3四半期 60.54 ―

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9月期第3四半期 57,461 41,449 72.1 2,686.41
23年9月期 52,953 41,014 77.5 2,657.88
（参考） 自己資本   24年9月期第3四半期  41,449百万円 23年9月期  41,014百万円

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

23年9月期 ― 7.75 ― 7.75 15.50
24年9月期 ― 7.75 ―
24年9月期（予想） 7.75 15.50

3. 平成24年 9月期の連結業績予想（平成23年10月 1日～平成24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  ：  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 89,500 △1.6 1,620 △8.6 1,790 △8.1 850 △8.1 55.09



(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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。 

※  注記事項

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   ：  無
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） 24年9月期3Q 15,675,000 株 23年9月期 15,675,000 株
② 期末自己株式数 24年9月期3Q 245,817 株 23年9月期 243,567 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 15,429,862 株 23年9月期3Q 15,434,083 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、東日本大震災からの復興関連需要等を背景に緩やかに回復し

つつありますが、欧州政府債務危機や電力の安定供給への不安等もあり、不透明な状況で推移いたしました。 

  食品スーパー業界におきましては、雇用情勢の持ち直しもあり個人消費にも緩やかな増加が見られますが、依然

としてデフレ状況下にあり厳しい状況が続いております。 

 このような状況の中で当社グループは、既存店の改装を８ヶ店（空港通り豊店、早岐店、朝倉店、高木瀬店、小

郡店、久山台店、八女店、船津店）行うなど営業力の強化に努めてまいりました。しかしながら、前年同期におけ

る大震災直後の売上増加の反動などもあり減収減益となりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は659億69百万円（前年同期比3.0％減）、営業収入は２億12

百万円（同2.5％減）、営業利益は12億56百万円（同16.7％減）、経常利益は14億７百万円（同14.4％減）、四半

期純利益は７億21百万円（同22.8％減）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

  当第３四半期連結会計期間末における流動資産は150億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ52億58百万円

増加いたしました。これは主に現金及び預金が、当第３四半期連結会計期間の末日が金融機関の休業日であったた

め、買掛金等の支払が第４四半期連結会計期間に回ったことなどにより54億27百万円増加したことによるものであ

ります。固定資産は424億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億51百万円減少いたしました。これは主に

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５億28百万円減少したこと

によるものであります。 

 この結果、総資産は、574億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ45億７百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は138億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ48億３百万円

増加いたしました。これは主に買掛金が上記の理由により48億31百万円増加したことによるものであります。固定

負債は21億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億30百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が６

億17百万円、役員退職慰労引当金が１億42百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、160億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億73百万円増加いたしました。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は414億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億34百万円増

加いたしました。この主な増加要因は四半期純利益７億21百万円であり、減少要因は剰余金の配当２億39百万円で

あります。 

 この結果、自己資本比率は72.1％（前連結会計年度末は77.5％）となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年９月期の連結業績予想につきましては、平成24年４月27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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,531,038 10,958,770

売掛金 5,425 4,835

有価証券 2,138 －

商品 3,397,512 3,371,137

繰延税金資産 168,122 167,852

その他 683,154 543,642

流動資産合計 9,787,392 15,046,237

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,873,249 11,435,767

土地 27,592,200 27,591,336

その他（純額） 518,903 428,412

有形固定資産合計 39,984,353 39,455,516

無形固定資産 128,798 113,318

投資その他の資産   

投資有価証券 616,550 564,755

繰延税金資産 961,574 834,594

その他 1,474,870 1,446,744

投資その他の資産合計 3,052,994 2,846,094

固定資産合計 43,166,147 42,414,929

資産合計 52,953,540 57,461,166

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,903,320 10,734,388

短期借入金 1,004,400 868,800

未払法人税等 551,397 153,462

賞与引当金 202,104 280,311

その他 1,428,055 1,855,727

流動負債合計 9,089,277 13,892,689

固定負債   

長期借入金 1,133,700 516,000

退職給付引当金 1,036,366 1,065,985

役員退職慰労引当金 267,083 124,437

資産除去債務 296,103 299,755

その他 116,161 113,221

固定負債合計 2,849,414 2,119,399

負債合計 11,938,692 16,012,089
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

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 28,596,897 29,079,196

自己株式 △124,680 △125,760

株主資本合計 41,068,337 41,549,556

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △53,489 △100,479

その他の包括利益累計額合計 △53,489 △100,479

純資産合計 41,014,847 41,449,076

負債純資産合計 52,953,540 57,461,166
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年10月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 68,021,961 65,969,427

売上原価 53,790,291 52,182,071

売上総利益 14,231,670 13,787,356

営業収入 218,124 212,618

営業総利益 14,449,795 13,999,975

販売費及び一般管理費 12,940,821 12,743,182

営業利益 1,508,973 1,256,792

営業外収益   

受取利息 9,474 3,728

受取配当金 8,545 9,037

受取手数料 68,449 71,869

その他 60,903 72,080

営業外収益合計 147,372 156,716

営業外費用   

支払利息 9,923 6,295

その他 2,562 0

営業外費用合計 12,485 6,295

経常利益 1,643,860 1,407,212

特別利益   

固定資産売却益 192 1,684

貸倒引当金戻入額 4,682 －

収用補償金 － 6,388

特別利益合計 4,875 8,072

特別損失   

固定資産除却損 3,826 7,144

固定資産売却損 6,599 5,671

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 201,053 12,816

税金等調整前四半期純利益 1,447,682 1,402,468

法人税、住民税及び事業税 719,095 553,750

法人税等調整額 △205,816 127,250

法人税等合計 513,278 681,000

少数株主損益調整前四半期純利益 934,403 721,468

四半期純利益 934,403 721,468

㈱マルキョウ （9866） 平成24年９月期　第３四半期決算短信

5



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年10月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 934,403 721,468

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,485 △46,989

その他の包括利益合計 3,485 △46,989

四半期包括利益 937,889 674,478

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 937,889 674,478
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  該当事項はありません。 

   

  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業が含まれております。 

   

  該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。 

   

  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。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

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  7,355,805  △0.2  －  －  7,355,805  △0.2

食品  38,393,312  △3.8  －  －  38,393,312  △3.8

雑貨  2,589,174  △8.2  －  －  2,589,174  △8.2

鮮魚  6,123,322  △3.0  －  －  6,123,322  △3.0

青果  5,128,875  0.2  －  －  5,128,875  0.2

精肉  6,148,857  △3.2  －  －  6,148,857  △3.2

薬品  230,079  65.1  －  －  230,079  65.1

小売業計  65,969,427  △3.0  －  －  65,969,427  △3.0

その他の事業計  －  －  212,618  △2.5  212,618  △2.5

合計  65,969,427  △3.0  212,618  △2.5  66,182,046  △3.0
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