
 

 

 

   

 

 
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) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

平成26年２月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成25年10月10日

上 場 会 社 名 株式会社マツヤ 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 7452 URL http://www.s-matsuya.com/

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)小山 栄造
問合せ先責任者 (役職名)執行役員財務本部長 (氏名)北川 正一 (TEL)026(241)1314

四半期報告書提出予定日 平成25年10月11日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

１．平成26年２月期第２四半期の連結業績（平成25年３月１日～平成25年８月31日）

（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 ％

26年２月期第２四半期 19,100 △2.2 115 ― 45 ― 25 ―

25年２月期第２四半期 19,529 △4.6 △54 ― △121 ― △75 ―

(注) 包括利益 26年２月期第２四半期 29百万円(―％) 25年２月期第２四半期 △80百万円(―％)

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

26年２月期第２四半期 3 63 ― ―

25年２月期第２四半期 △10 76 ― ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年２月期第２四半期 15,795 2,385 15.1

25年２月期 15,403 2,398 15.6

(参考) 自己資本 26年２月期第２四半期 2,385百万円 25年２月期 2,398百万円

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２月期 ― ― 0 00 ― ― 6 00 6 00

26年２月期 ― ― 0 00

26年２月期(予想) ― ― 6 00 6 00

３．平成26年２月期の連結業績予想（平成25年３月１日～平成26年２月28日）
(％表示は、通期は対前期増減率)

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 37,200 △2.6 272 ― 117 ― 50 ― 7 11



  

 
（注）詳細は、添付資料４ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項(2)四半期連結財務諸表の作成に特有

の会計処理の適用」をご覧ください。 

 

 
  

・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、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いませ

ん。 

  

・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。 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)          、除外  ―社 (社名)

（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

（３）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 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）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２月期２Ｑ 8,415,000株 25年２月期 8,415,000株

② 期末自己株式数 26年２月期２Ｑ 1,381,011株 25年２月期 1,380,977株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期２Ｑ 7,033,996株 25年２月期２Ｑ 7,034,115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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権に対する期待感等もあって円安および株価上

昇が進むなどの明るい兆しが見られたものの、欧州債務危機の長期化や新興国の景気減速懸念等から、先

行きは不透明な状況にありました。また、流通業界におきましては、消費者の節約志向が強く、業種を超

えた競争もあり、厳しい経営環境となりました。 

このような状況の中で、競争に打ち勝つ企業体質の確立のため、当社グループは中期経営計画３カ年の

基本テーマとして、「創業100周年にむけて強固な基盤作りの３年間とする ～INNOVATION100 新たな挑

戦～ 」を設定し、お客様の欲しい商品を欲しい価格で鮮度よく提供する体制作りに努めております。年

間52週のＭＤ（マーチャンダイジング）カレンダーを基に、旬の商品や地元商材の提案、お客様の暮らし

を考えた食に関する提案を積極的に進めました。産地直送や夕方の出来たて・作りたてもアピールし、買

い上げ点数増を図りました。また、管理面においては、人時生産性の改善やコスト削減計画を押し進める

ことで販売費及び一般管理費の低減に取り組みました。 

当第２四半期連結累計期間においては、平成25年３月に川中島店を「生鮮＆業務スーパー 長野南店」

に改装いたしました。なお、平成25年８月末の店舗数は32店舗であります。 

売上高につきましては、改装した長野南店が業績に寄与いたしましたが、個人消費の伸びが弱い状況に

おいて競合他社の影響もあり既存店の売上が前年を下回ったため、減収となりました。粗利益面では、仕

入チャネルの開発、発注精度の向上やロスの削減等に努めましたが、価格競争等の影響もあって粗利益率

が昨年を下回ったことも重なり、粗利益額は減少いたしました。一方、経費面では、人件費や包装費及び

消耗品等を中心に販売費及び一般管理費の削減を推し進めたことにより、増益となりました。 

以上の営業活動の結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高191億円（前年同四半期比

2.2％減）となり、経常利益は４千５百万円（前年同四半期１億２千１千万円の経常損失）、四半期純利

益は２千５百万円（前年同四半期７千５百万円の四半期純損失）となりました。  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、６億１千７百万円増加しておりますが、これは主として現

金及び預金が４億４千８百万円、売掛金が１億４千８百万円増加したことによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、２億２千５百万円減少しておりますが、これは主として有

形固定資産が２億１千８百万円減少したことによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、３億９千１百万円増加し、157億９千５百万円とな

りました。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、９億８百万円増加しておりますが、これは主として買掛金

が８億１千２百万円増加したことによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、５億４百万円減少しておりますが、これは主として、長期

借入金が４億４千７百万円減少したことによります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、４億４百万円増加し、134億９百万円となりまし

た。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べて、１千３百万円減少しておりますが、これは主として四半期純

利益の計上と配当金の支払により、利益剰余金が１千６百万円減少したことによります。 

この結果、純資産合計は、23億８千５百万円となりました。 

    

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、

前年同四半期連結累計期間に比べ２億３百万円増加し、６億５千万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フローの状況) 

営業活動により得られた資金は、前年同四半期に比べ１億４千８百万円増加し、12億６千２百万円と

なりました。これは主として前年同四半期に比べ、税金等調整前四半期純損益が１億７千４百万円、仕

入債務の増減額が２億８千万円増加したものの、たな卸資産の増減額が１億９千９百万円減少したこと

によります。 

(投資活動によるキャッシュ・フローの状況) 

投資活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ５億１百万円減少し、８千６百万円となりまし

た。これは主として前年同四半期に比べ、有形固定資産の取得による支出が３億６千３百万円増加した

ことによります。 

(財務活動によるキャッシュ・フローの状況) 

財務活動により使用した資金は、前年同四半期に比べ３億４千７百万円増加し、７億４千４百万円と

なりました。これは主として前年同四半期に比べ、長期借入れによる収入が５億５千６百万円減少した

ことによります。 

  

平成25年10月８日に公表いたしました「平成26年２月期第２四半期累計期間業績予想及び通期業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

   

税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

   

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 260,853 709,586

売掛金 256,688 405,083

リース投資資産 490,687 479,409

たな卸資産 1,061,348 1,192,850

繰延税金資産 234,561 234,561

その他 585,855 485,917

流動資産合計 2,889,995 3,507,407

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,361,310 6,172,223

土地 2,094,067 2,094,067

リース資産（純額） 1,048,407 1,025,044

その他（純額） 83,534 77,684

有形固定資産合計 9,587,320 9,369,019

無形固定資産

のれん 18,333 15,833

リース資産 75,006 64,373

借地権 1,086,328 1,086,328

その他 62,096 57,917

無形固定資産合計 1,241,765 1,224,453

投資その他の資産

投資有価証券 599,089 578,446

差入保証金 495,777 493,241

繰延税金資産 364,850 362,711

その他 229,751 264,823

貸倒引当金 △4,700 △4,700

投資その他の資産合計 1,684,768 1,694,522

固定資産合計 12,513,853 12,287,995

資産合計 15,403,849 15,795,402
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,700,985 2,513,105

短期借入金 4,784,636 4,642,173

リース債務 228,605 241,472

未払法人税等 208 30,058

賞与引当金 96,000 97,000

その他 792,394 987,928

流動負債合計 7,602,830 8,511,737

固定負債

長期借入金 2,944,229 2,496,979

リース債務 1,024,537 978,203

繰延税金負債 256,737 248,565

退職給付引当金 449,763 444,486

資産除去債務 312,414 315,528

その他 414,496 414,222

固定負債合計 5,402,178 4,897,985

負債合計 13,005,009 13,409,723

純資産の部

株主資本

資本金 1,097,000 1,097,000

資本剰余金 819,000 819,000

利益剰余金 1,351,075 1,334,388

自己株式 △887,902 △887,919

株主資本合計 2,379,172 2,362,469

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 19,667 23,209

その他の包括利益累計額合計 19,667 23,209

純資産合計 2,398,840 2,385,679

負債純資産合計 15,403,849 15,795,402
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
 至 平成25年８月31日)

売上高 19,529,209 19,100,189

売上原価 14,869,021 14,625,518

売上総利益 4,660,188 4,474,670

その他の営業収入 547,202 593,404

営業総利益 5,207,390 5,068,074

販売費及び一般管理費 5,261,983 4,952,449

営業利益又は営業損失（△） △54,592 115,625

営業外収益

受取利息 1,140 1,389

受取配当金 7,202 7,648

債務勘定整理益 1,264 715

その他 13,045 14,973

営業外収益合計 22,653 24,727

営業外費用

支払利息 88,647 94,548

その他 442 793

営業外費用合計 89,090 95,342

経常利益又は経常損失（△） △121,030 45,010

特別利益

固定資産売却益 445 －

投資有価証券売却益 － 7,831

特別利益合計 445 7,831

特別損失

固定資産除却損 4,832 3,553

特別損失合計 4,832 3,553

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△125,417 49,288

法人税等 △49,709 23,771

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△75,708 25,517

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △75,708 25,517
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
 至 平成25年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△75,708 25,517

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,794 3,542

その他の包括利益合計 △4,794 3,542

四半期包括利益 △80,502 29,059

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △80,502 29,059

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年８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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△125,417 49,288

減価償却費 379,269 379,734

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,831

固定資産売却損益（△は益） △445 －

固定資産除却損 4,832 3,553

のれん償却額 2,499 2,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,491 △5,277

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,000 1,000

受取利息及び受取配当金 △8,342 △9,037

支払利息 88,647 94,548

売上債権の増減額（△は増加） △90,214 △148,394

たな卸資産の増減額（△は増加） 68,318 △131,501

リース投資資産の増減額（△は増加） 10,878 11,278

その他の流動資産の増減額（△は増加） 475 △18,458

仕入債務の増減額（△は減少） 623,887 904,364

未払金の増減額（△は減少） 101,694 84,671

未払費用の増減額（△は減少） 94,577 71,076

預り保証金の増減額（△は減少） △8,736 3,664

その他の流動負債の増減額（△は減少） 82,218 36,181

小計 1,245,636 1,321,362

利息及び配当金の受取額 7,301 7,898

利息の支払額 △88,446 △82,942

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △50,645 16,005

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,113,846 1,262,323

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 △18,000 △18,001

定期預金の払戻による収入 27,000 －

有形固定資産の取得による支出 △430,093 △66,587

有形固定資産の売却による収入 7,060 －

有形固定資産の除却による支出 － △950

無形固定資産の取得による支出 △30,066 －

貸付けによる支出 △62,000 △15,000

貸付金の回収による収入 1,252 1,278

差入保証金の差入による支出 △4,636 △2,514

差入保証金の回収による収入 10,882 5,050

投資有価証券の取得による支出 △77,492 －

投資有価証券の売却による収入 － 34,156

その他 △12,688 △24,411

投資活動によるキャッシュ・フロー △588,782 △86,978
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年８月31日)

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） △317,227 △109,303

長期借入れによる収入 640,000 84,000

長期借入金の返済による支出 △561,751 △564,410

リース債務の返済による支出 △73,345 △112,693

自己株式の取得による支出 △39 △16

配当金の支払額 △84,736 △42,189

財務活動によるキャッシュ・フロー △397,098 △744,612

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 127,965 430,731

現金及び現金同等物の期首残高 318,598 219,807

現金及び現金同等物の四半期末残高 446,564 650,538
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年８月31日）及び当第２四半期連結累

計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年８月31日） 

当社及び連結子会社は、報告セグメントがスーパーマーケット事業一つであるため、セグメント情報

の記載は省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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