
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（注）１ 当社は、25年３月期に決算日を２月20日から３月31日に変更しており、26年３月期第１四半期は比較対象期間が異な

ることから、26年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

２ 営業収益は四半期損益計算書の「売上高」及び「営業収入」の合計を記載しております。

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注)１ 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

２ 当社は、25年３月期に決算日を２月20日から３月31日に変更しており、26年３月期の業績予想の第２四半期

累計期間および通期の比較対象期間が異なることから、対前期増減率および対前年同四半期増減率について

は記載しておりません。

平成26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
平成25年８月７日

上 場 会 社 名 株式会社マルヤ 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 9975 URL http://www.maruya-group.co.jp

代 表 者 (役職名)代表取締役副会長 (氏名)折原 昭
問合せ先責任者 (役職名)経理部マネジャー (氏名)蓮見 直人 (TEL)048(761)0808

四半期報告書提出予定日 平成25年８月７日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年６月30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 ％

26年３月期第１四半期 5,240 ― △415 ― △380 ― △394 ―

25年３月期第１四半期 5,596 △20.7 △183 ― △178 ― △198 ―

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

26年３月期第１四半期 △17 03 ―

25年３月期第１四半期 △8 58 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 10,485 3,724 35.5

25年３月期 11,283 4,119 36.5

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 3,724百万円 25年３月期 4,119百万円

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

25年３月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0 00 ― 0 00 0 00

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

営業収益 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) 12,144 ― △85 ― △92 ― △112 ― △4 83

通期 24,648 ― 31 ― 10 ― △30 ― △1 29



(注）「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものでありま

す。詳細は、添付資料Ｐ３「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計

上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。

・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、添付

資料P２「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご

覧ください。

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 23,185,983株 25年３月期 23,185,983株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 8,141株 25年３月期 8,091株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 23,177,892株 25年３月期１Ｑ 23,178,224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１四半期累計期間（2013年４月１日から2013年６月30日まで）におけるわが国経済は、新政権による経済政

策・金融政策への期待感から景気回復の動きが見られたものの、急激な円安や新興国の経済成長の鈍化等により、

先行き不透明な状況が続きました。 

当社が属する小売業界におきましても、急激な円安による仕入価格の高騰や電気料金の値上げ等の懸念、さらに

消費者の節約志向・低価格志向は続き、業種・業態を超えた価格競争が増すなど、依然厳しい状況が続いておりま

す。 

当社は、このような厳しい事業環境の中、2012年11月に株式会社ゼンショーホールディングスの連結子会社とな

り、「地域社会に愛され、信頼される店づくり」という当社の経営理念を達成すべく、グループシナジーを最大限

に活用し、生鮮部門の強化や取扱い商品の拡充など抜本的な取り組みを行っております。 

また、物流システムを再構築すべく、鮮魚・青果部門の商品を一括して取扱う生鮮物流センター（埼玉県上尾

市）を新設いたしました。 

店舗面におきましては、一部店舗において設備及び備品の更新や取扱い商品の見直しなどを行い、収益の改善に

向けて取り組みました。 

現在、全社一丸となった構造改革の途上であり、当第１四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）52億40百万円、営業損失４億15百万円、経常損失３億80百万円、四半期純損失３億94百万円となりまし

た。

当社は、2013年３月期に決算日を２月20日から３月31日に変更しており、2014年３月期第１四半期は比較対象期

間が異なることから、対前年同四半期増減率については記載しておりません。

資産の残高は104億85百万円で、前事業年度末に比べ７億97百万円減少しました。これは主に、現金及び預金、

建設協力金等が減少したことによるものであります。 

負債の残高は67億60百万円で、前事業年度末に比べ４億３百万円減少しました。これは主に、買掛金、店舗閉鎖

損失引当金等が減少したことによるものであります。

純資産の残高は37億24百万円で、前事業年度末に比べ３億94百万円減少しております。これは主に、利益剰余金

の減少によるものであります。 

2014年３月期の業績予想につきましては、2013年５月13日公表の業績予想から変更はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。

当社は、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法について、従来、定率法（ただし、建物（建物付属

設備を除く）については定額法）を採用しておりましたが、連結決算を行っている親会社と会計処理を統一するた

め、当第１四半期会計期間から定額法に変更しております。

この変更は、事業構造改革を進めることに伴い、固定資産の使用状況が変化し安定的に使用されることとなるた

め、定額法が資産の使用状況の実態により適合すると判断したことによるものであります。

この変更により、従来の方法と比べて、当第１四半期累計期間の営業損失、経常損失および税引前四半期純損失

はそれぞれ11百万円減少しております。

当社は、2007年２月期（平成19年２月期）以降営業損失を計上しております。また当第１四半期累計期間におい

ても、営業損失４億15百万円、四半期純損失３億94百万円を計上しており、引き続き事業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が、2012年11月に株式会社ゼンショーホールディングスの連結子会社とな

り、そのグループシナジーを最大限に活用することにより、業績改善に取り組んでおり、財務的支援も十分に受け

ることができる環境が整いました。

このような背景から、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められなくなったと判断し、継続企業の前提

に関する注記の記載を解消しております。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2013年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2013年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,044,458 468,106

売掛金 2,280 1,569

商品 692,007 667,627

貯蔵品 5,787 9,390

その他 530,338 427,467

貸倒引当金 △333 △253

流動資産合計 2,274,538 1,573,908

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,381,241 2,370,684

土地 3,337,841 3,337,841

その他（純額） 186,667 189,318

有形固定資産合計 5,905,750 5,897,843

無形固定資産 187,633 187,254

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,614,299 1,563,320

建設協力金 1,075,280 1,041,297

その他 243,477 239,483

貸倒引当金 △17,319 △17,212

投資その他の資産合計 2,915,738 2,826,889

固定資産合計 9,009,121 8,911,987

資産合計 11,283,660 10,485,895

負債の部

流動負債

買掛金 1,431,897 1,018,247

関係会社短期借入金 1,600,000 2,000,000

1年内返済予定の長期借入金 393,600 393,600

未払金 498,479 434,368

未払法人税等 42,707 14,499

賞与引当金 27,000 －

店舗閉鎖損失引当金 443,848 287,080

その他 253,969 265,980

流動負債合計 4,691,503 4,413,777

固定負債

長期借入金 1,535,600 1,437,200

退職給付引当金 233,756 234,289

関係会社事業損失引当金 8,000 8,000

長期預り保証金 365,785 343,405
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(単位：千円)

前事業年度
(2013年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2013年６月30日)

資産除去債務 217,341 215,306

その他 112,142 108,922

固定負債合計 2,472,626 2,347,124

負債合計 7,164,130 6,760,901

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 2,566,915

利益剰余金 △3,422,512 △3,817,164

自己株式 △4,632 △4,640

株主資本合計 4,116,405 3,721,745

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,124 3,248

評価・換算差額等合計 3,124 3,248

純資産合計 4,119,530 3,724,994

負債純資産合計 11,283,660 10,485,895
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（２）四半期損益計算書
第１四半期累計期間

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 2012年２月21日
至 2012年５月20日)

当第１四半期累計期間
(自 2013年４月１日
至 2013年６月30日)

売上高 5,287,416 4,922,579

売上原価 4,175,669 3,990,718

売上総利益 1,111,746 931,861

営業収入 309,381 317,790

営業総利益 1,421,128 1,249,651

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 545,547 542,814

退職給付費用 13,800 16,055

不動産賃借料 386,796 359,367

減価償却費 57,538 42,778

その他 600,872 704,471

販売費及び一般管理費合計 1,604,555 1,665,487

営業損失（△） △183,427 △415,835

営業外収益

受取利息 8,221 6,598

受取配当金 － 220

貸倒引当金戻入額 4,973 －

賞与引当金戻入額 － 27,000

物品売却益 5,186 4,384

その他 4,440 9,323

営業外収益合計 22,821 47,527

営業外費用

支払利息 17,629 12,350

その他 295 166

営業外費用合計 17,925 12,517

経常損失（△） △178,531 △380,825

特別損失

固定資産除却損 4,592 5,826

減損損失 7,161 －

特別損失合計 11,753 5,826

税引前四半期純損失（△） △190,284 △386,651

法人税、住民税及び事業税 8,500 8,000

法人税等調整額 － －

法人税等合計 8,500 8,000

四半期純損失（△） △198,784 △394,651
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

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。 

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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2013年７月９日開催の取締役会において、2013年７月10日付の社長執行役員選任を含む役員人事について、下記

のとおり決議致しました。

１．社長執行役員の選任を含む役員人事の理由 

当社は、2012年11月８日に株式会社ゼンショーホールディングスの子会社となり、新たな体制のもと、収益回復

に向けて様々な施策に取り組んでおります。今回、さらに改革を加速させるため、当社を含めた全グループ視野で

の最適な人員配置を検討した結果、社長執行役員の選任を含む役員人事について決議したものです。 

なお、社長執行役員の新設については、経営業務執行を権限とし、収益改善を迅速に行うことを目的としたもの

です。 

2．異動の内容 

(1) 社長執行役員の選任 

（新任） 氏 名 ： 原 俊之（ハラ トシユキ） 

 役職名 ： 社長執行役員 

(2) 役職の異動 

 氏 名 ： 折原 昭（オリハラ アキラ） 

旧役職名 ： 代表取締役社長 

 新役職名 ： 代表取締役副会長 

3．新任社長執行役員の略歴

原 俊之（1958年７月13日生） 

1999年２月 ㈱ゼンショー (現㈱ゼンショーホールディングス) 入社 商品部長 

1999年６月 ㈱ゼンショー 取締役商品部長 

2002年10月 ㈱ゼンショー 取締役グループＭＤ本部長 

2007年６月 ㈱サンデーサン(現㈱ジョリーパスタ)取締役（現任） 

2009年６月 ㈱ゼンショー (現㈱ゼンショーホールディングス)常務取締役（現任） 

５．その他

（１）役員の異動
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(自 2013年４月１日 至 2013年６月30日)

(注) １ 当第１四半期累計期間より海産加工部門は魚卵、干物魚を鮮魚部門に、練物等を日配品部門に区別を変更し

ております。

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、練物、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 当社は、2013年３月期に決算日を２月20日から３月31日に変更しており、2014年３月期第１四半期は比較対

象期間が異なることから、対前年同四半期増減率については記載しておりません。

（２）部門別売上実績

部門別 売上高(千円) 構成比(％)

生鮮食料品
・惣菜

精肉 524,122 10.6

鮮魚 400,868 8.2

青果 660,074 13.4

惣菜 328,289 6.7

小計 1,913,354 38.9

非生鮮食料品

一般食品 828,778 16.8

デイリー・菓子 821,320 16.7

日配品 719,939 14.6

酒 314,184 6.4

小計 2,684,223 54.5

日用品雑貨 72,424 1.5

その他 252,577 5.1

合計 4,922,579 100.0
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