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1. 平成26年5月期第3四半期の連結業績（平成25年5月21日～平成26年2月20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 ％

26年5月期第3四半期 28,462 4.7 499 34.8 589 26.6 339 33.9
25年5月期第3四半期 27,190 4.6 370 15.8 465 16.4 253 28.7

（注）包括利益 26年5月期第3四半期 344百万円 （26.2％） 25年5月期第3四半期 273百万円 （32.4％）

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5月期第3四半期 79.40 ―
25年5月期第3四半期 59.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年5月期第3四半期 10,890 5,894 54.1
25年5月期 11,049 5,614 50.8
（参考）自己資本 26年5月期第3四半期 5,894百万円 25年5月期 5,614百万円

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

25年5月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
26年5月期 ― 7.50 ―
26年5月期（予想） 7.50 15.00

3. 平成26年 5月期の連結業績予想（平成25年 5月 21日～平成26年 5月20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 36,743 2.1 466 6.7 578 2.6 310 43.0 72.43



(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 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続きは終了しております。 

※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であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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３ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結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 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年5月期3Q 4,283,128 株 25年5月期 4,283,128 株
② 期末自己株式数 26年5月期3Q 2,288 株 25年5月期 2,288 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年5月期3Q 4,280,840 株 25年5月期3Q 4,280,840 株
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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、政府による経済政策と金融緩和策の効果により、

企業収益の改善、設備投資の回復、雇用情勢の持ち直しなど緩やかに景気回復の動きが見られたもの

の、米国の財政問題、欧州信用不安の再燃など、海外景気の下振れリスクも根強くあることから、先行

きの不透明感を払拭できない状況が続いております。 

当小売業界におきましては、雇用者所得に大きな改善が見られず消費マインドが低調な推移を続ける

なかで、競合他社の出店や価格による企業間競争の激化に伴い、企業統合や再編の動きが強まるなど、

厳しい経営環境が続いております。 

このような環境の中、当社グループは当期の目標に掲げた「店舗・商品を通してお客様に満足を提供

する」の達成に向け、競合店に負けない店舗づくり、安定した収益を継続できる企業体質づくり、将来

の成長に繋がる人材育成、法令・マニュアルの遵守を実現すべく、様々な課題に取り組んでおります。

店舗開発におきましては、スーパーマーケット事業において１店舗の新規出店を行ったほか、当社グ

ループでの既存店の活性化を図り、株式会社マルミヤストアがスーパーマーケットとして店舗運営を行

っていたマルミヤストア菱刈店を、平成25年11月にディスカウントストアに業態変更を行うことを目的

として閉店し、株式会社アタックスマートが平成25年12月にディスカウントストアを営む店舗アタック

ス菱刈店として開店した結果、当第３四半期連結累計期間末の当社グループの店舗数は59店舗（株式会

社マルミヤストア41店舗、株式会社アタックスマート18店舗）となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高284億62百万円（前年同期比4.7％増）、営

業利益４億99百万円（前年同期比34.8％増）、経常利益５億89百万円（前年同期比26.6％増）、四半期

純利益３億39百万円（前年同期比33.9％増）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次の通りであります。 

スーパーマーケット事業におきましては、平成25年６月に、大分エリアのドミナント戦略に基づ

き、マルミヤストア敷戸店を新規出店し事業の拡大を図っております。 

また、当期の期初より実施した、仕入施策による原価低減と在庫の適正化、更には生鮮部門の売上

高増加による、売上総利益率の大幅な改善を行っております。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間のスーパーマーケット事業の業績は売上高197億４百万円

（前年同期比2.2％増）、セグメント利益３億36百万円（前年同期比31.2％増）となりました。  

ディスカウントストア事業におきましては、前期において売上強化策として実施した、テナント出

店による野菜、鮮魚、精肉の生鮮３品の導入や定番商品の値下げが支持を得た結果、お客様のご来店

数の増加に伴って、売上高が当初の予定を上回り順調に推移していることから、この店舗状態の安定

と更なる業績の向上を目的とし、既存テナントとの連携強化と新規テナントの開拓に引き続き注力し

ております。 

また、当第３四半期連結累計期間において、事業の拡大を図るべく１店舗の新規出店を決定してお

ります。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間のディスカウントストア事業の業績は、売上高87億58百万

円（前年同期比10.8％増）、セグメント利益１億62百万円（前年同期比43.0％増）となりました。 

  

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

① スーパーマーケット事業

② ディスカウントストア事業
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当第３四半期連結会計期間末における資産の部の残高は、前連結会計年度末に比べ１億58百万円減少

し108億90百万円となりました。主な変動は、現金及び預金の減少68百万円、商品の増加１億39百万

円、その他に含めた未収入金の減少29百万円を主な要因とした流動資産合計の増加35百万円と有形固定

資産合計の減少91百万円、長期前払費用の減少10百万円、敷金及び保証金の減少13百万円、繰延税金資

産の減少78百万円を主な要因とした固定資産合計の減少１億94百万円によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における負債の部の残高は、前連結会計年度末に比べ４億39百万円減少

し49億95百万円となりました。主な変動は、買掛金の増加27百万円、未払金の減少１億10百万円、未払

法人税等の減少85百万円を主な要因とした流動負債合計の減少１億51百万円と長期借入金の減少１億

円、長期未払金の減少１億88百万円を主な要因とした固定負債合計の減少２億87百万円によるものであ

ります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産の部の残高は、前連結会計年度末に比べ２億80百万円増加し58

億94百万円となりました。主な変動は、四半期純利益による増加３億39百万円と配当金の支払による減

少64百万円であります。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末の50.8％から54.1％

となりました。 

  

平成25年７月５日の決算短信で発表しました通期業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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
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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25年５月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,620,207 2,551,512

売掛金 11,986 11,335

有価証券 772 772

商品 1,604,544 1,743,607

貯蔵品 14,631 9,540

繰延税金資産 109,041 99,172

その他 320,271 301,494

貸倒引当金 △600 △600

流動資産合計 4,680,855 4,716,836

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,940,269 5,005,155

減価償却累計額 △2,690,110 △2,812,967

建物及び構築物（純額） 2,250,158 2,192,187

機械装置及び運搬具 82,042 94,121

減価償却累計額 △68,474 △74,519

機械装置及び運搬具（純額） 13,568 19,601

土地 1,858,550 1,855,050

リース資産 445,637 508,585

減価償却累計額 △191,233 △247,136

リース資産（純額） 254,403 261,448

建設仮勘定 79,534 12,363

その他 1,917,901 2,009,975

減価償却累計額 △1,569,525 △1,637,962

その他（純額） 348,375 372,013

有形固定資産合計 4,804,591 4,712,665

無形固定資産   

のれん 1,476 761

その他 56,322 49,864

無形固定資産合計 57,798 50,626

投資その他の資産   

投資有価証券 197,960 205,484

長期前払費用 101,010 90,139

敷金及び保証金 1,092,836 1,078,867

繰延税金資産 112,128 33,889

その他 2,147 1,947

投資その他の資産合計 1,506,083 1,410,329

固定資産合計 6,368,473 6,173,621

資産合計 11,049,328 10,890,458
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年５月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年２月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 16,360 7,925

買掛金 2,253,686 2,281,342

短期借入金 1,076,672 1,066,988

リース債務 73,164 72,166

未払金 200,449 90,009

未払費用 375,935 382,484

未払法人税等 147,500 62,300

未払消費税等 37,715 54,938

賞与引当金 43,000 43,099

役員賞与引当金 8,660 －

店舗閉鎖損失引当金 126,000 126,000

その他 55,976 76,430

流動負債合計 4,415,120 4,263,684

固定負債   

長期借入金 283,596 183,276

長期未払金 190,984 2,484

リース債務 195,012 204,068

退職給付引当金 59,445 57,265

資産除去債務 25,632 28,771

その他 265,179 255,996

固定負債合計 1,019,850 731,861

負債合計 5,434,970 4,995,546

純資産の部   

株主資本   

資本金 808,289 808,289

資本剰余金 855,619 855,619

利益剰余金 3,906,166 4,181,860

自己株式 △1,157 △1,157

株主資本合計 5,568,917 5,844,612

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 45,440 50,299

その他の包括利益累計額合計 45,440 50,299

純資産合計 5,614,358 5,894,911

負債純資産合計 11,049,328 10,890,458
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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24年５月21日 
 至 平成25年２月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月21日 
 至 平成26年２月20日) 

売上高 27,190,201 28,462,788

売上原価 21,915,751 22,911,689

売上総利益 5,274,450 5,551,098

その他の営業収入 100,471 110,897

営業総利益 5,374,921 5,661,995

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 330,745 305,935

報酬及び給料手当 2,355,380 2,449,044

福利厚生費 247,895 258,011

賃借料 665,777 679,786

水道光熱費 453,846 538,273

減価償却費 298,482 318,885

のれん償却額 4,999 714

その他 647,137 611,637

販売費及び一般管理費合計 5,004,264 5,162,288

営業利益 370,657 499,707

営業外収益   

受取利息 7,013 6,498

受取配当金 2,186 2,730

受取事務手数料 61,637 67,119

その他 37,109 23,855

営業外収益合計 107,947 100,204

営業外費用   

支払利息 11,932 9,602

その他 1,163 1,130

営業外費用合計 13,096 10,732

経常利益 465,507 589,178

特別利益   

固定資産売却益 32 －

特別利益合計 32 －

特別損失   

固定資産売却損 － 1,000

固定資産除却損 － 2,647

特別損失合計 － 3,647

税金等調整前四半期純利益 465,540 585,531

法人税、住民税及び事業税 198,311 160,180

法人税等調整額 13,311 85,443

法人税等合計 211,622 245,624

少数株主損益調整前四半期純利益 253,918 339,907

四半期純利益 253,918 339,907
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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５月21日 
 至 平成25年２月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月21日 
 至 平成26年２月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 253,918 339,907

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 19,227 4,859

その他の包括利益合計 19,227 4,859

四半期包括利益 273,145 344,766

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 273,145 344,766
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成24年５月21日  至  平成25年２月20日) 

 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

(注) １ セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益は、営業利益を記載しております。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年 ５月21日  至  平成26年２月20日) 

 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

(注) １ セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益は、営業利益を記載しております。 

  

（３）四半期連結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）

        (単位：千円)

 

報告セグメント

調整額(注)１
四半期連結 
損益計算書 
計上額スーパーマーケ

ット事業
ディスカウント

ストア事業
計

売上高          

  外部顧客への売上高 19,283,671 7,906,530 27,190,201 ― 27,190,201

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― 18,775 18,775 △18,775 ―

計 19,283,671 7,925,306 27,208,977 △18,775 27,190,201

セグメント利益 256,750 113,456 370,207 450 370,657
 

        (単位：千円)

 

報告セグメント

調整額(注)１
四半期連結 
損益計算書 
計上額スーパーマーケ

ット事業
ディスカウント

ストア事業
計

売上高          

  外部顧客への売上高 19,704,720 8,758,067 28,462,788 ― 28,462,788

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― 16,751 16,751 △16,751 ―

計 19,704,720 8,774,818 28,479,539 △16,751 28,462,788

セグメント利益 336,978 162,278 499,257 450 499,707
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