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１．平成26年２月期第３四半期の連結業績（平成25年３月１日～平成25年11月30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３四半期 27,894 △2.9 133 ― 19 ― 10 ―
25年２月期第３四半期 28,716 △3.4 △134 ― △237 ― △146 ―

 

(注) 包括利益 26年２月期第３四半期 41百万円( ―％) 25年２月期第３四半期 △165百万円( ―％)
 

 
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３四半期 1.50 ―

25年２月期第３四半期 △20.88 ―
 

（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３四半期 15,517 2,397 15.5
25年２月期 15,403 2,398 15.6

 

(参考) 自己資本 26年２月期第３四半期 2,397百万円  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、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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 7,033,993 株 25年２月期３Ｑ 7,034,101 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府のデフレ脱却を目指す金融・経済政策の効果

などにより、緩やかな景気回復の動きが見られました。一方、流通業界におきましては、消費者の節約

志向が依然として強く、業種を超えた競争も続いており、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。管理面においては、定期的にコンプライアンス研修を実施し、

コンプライアンスに対する意識を高め、適正な業務遂行に努めました。また、人時生産性の改善やコス

ト削減計画を押し進めることにより、販売費及び一般管理費の低減に取り組みました。 

当第３四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11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、個人消費の伸びが弱い状況において競合他社との影響もあって、売上に影響

し、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に努めまし

たが、価格競争の影響もあって粗利益率は減少いたしました。一方、経費面では、人件費や消耗品等を

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３四半期連結累計期間における業績は、売上高278億円（前年同四半期

比2.9％減）となり、経常利益は１千９百万円（前年同四半期２億３千７百万円の経常損失）、四半期

純利益は１千万円（前年同四半期１億４千６百万円の四半期純損失）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
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(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、４億５千万円増加しておりますが、これは主として現金及

び預金が３億４千７百万円、たな卸資産が１億２千９百万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、３億３千７百万円減少しておりますが、これは主として有

形固定資産が３億７千３百万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、１億１千３百万円増加し、155億１千７百万円とな

りました。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、６億４千５百万円増加しておりますが、これは主として買

掛金が４億５千８百万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、５億３千１百万円減少しておりますが、これは主として、

長期借入金が４億２千２百万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、１億１千４百万円増加し、131億１千９百万円と

なりました。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べて、85万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３千１百万円減少したことによります。 

この結果、純資産合計は、23億９千７百万円となりました。 

  

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。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（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。 

  

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

（株）マツヤ　（7452）　平成26年2月期 第3四半期決算短信

－4－



  

該当事項はありません。 

  

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３四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 260,853 608,194

売掛金 256,688 305,096

リース投資資産 490,687 473,693

たな卸資産 1,061,348 1,190,793

繰延税金資産 234,561 234,561

その他 585,855 528,526

流動資産合計 2,889,995 3,340,865

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,361,310 6,062,327

土地 2,094,067 2,094,067

リース資産（純額） 1,048,407 985,475

その他（純額） 83,534 72,192

有形固定資産合計 9,587,320 9,214,064

無形固定資産   

のれん 18,333 14,583

リース資産 75,006 59,546

借地権 1,086,328 1,086,328

その他 62,096 56,756

無形固定資産合計 1,241,765 1,217,214

投資その他の資産   

投資有価証券 599,089 620,482

差入保証金 495,777 499,154

繰延税金資産 364,850 347,929

その他 229,751 305,070

貸倒引当金 △4,700 △27,700

投資その他の資産合計 1,684,768 1,744,937

固定資産合計 12,513,853 12,176,216

資産合計 15,403,849 15,517,082
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,700,985 2,159,507

短期借入金 4,784,636 4,871,147

リース債務 228,605 244,685

未払法人税等 208 31,960

賞与引当金 96,000 1,000

その他 792,394 940,287

流動負債合計 7,602,830 8,248,588

固定負債   

長期借入金 2,944,229 2,521,679

リース債務 1,024,537 928,839

繰延税金負債 256,737 244,479

退職給付引当金 449,763 447,918

資産除去債務 312,414 317,085

その他 414,496 410,502

固定負債合計 5,402,178 4,870,504

負債合計 13,005,009 13,119,093

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 1,319,443

自己株式 △887,902 △887,919

株主資本合計 2,379,172 2,347,523

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 50,464

その他の包括利益累計額合計 19,667 50,464

純資産合計 2,398,840 2,397,988

負債純資産合計 15,403,849 15,517,082

（株）マツヤ　（7452）　平成26年2月期 第3四半期決算短信

－7－



（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24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 28,716,109 27,894,725

売上原価 21,864,777 21,380,257

売上総利益 6,851,331 6,514,467

その他の営業収入 818,275 872,949

営業総利益 7,669,607 7,387,416

販売費及び一般管理費 7,804,113 7,254,357

営業利益又は営業損失（△） △134,506 133,058

営業外収益   

受取利息 1,796 2,243

受取配当金 7,223 7,671

債務勘定整理益 1,761 918

その他 19,841 21,001

営業外収益合計 30,623 31,835

営業外費用   

支払利息 133,232 144,166

その他 619 885

営業外費用合計 133,851 145,051

経常利益又は経常損失（△） △237,733 19,842

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（△）

△242,121 24,120

法人税等 △95,192 13,548

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（△）

△146,929 10,571

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △146,929 10,571
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 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24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30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（△）

△146,929 10,571

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △18,295 30,797

その他の包括利益合計 △18,295 30,797

四半期包括利益 △165,224 41,369

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △165,224 41,369

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年11月30日）及び当第３四半期連結累

計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年11月30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。  

  

（６）重要な後発事象 

該当事項はありません。 

  

（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

（株）マツヤ　（7452）　平成26年2月期 第3四半期決算短信
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