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1.  平成26年5月期第2四半期の連結業績（平成25年5月21日～平成25年11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2四半期 18,904 5.8 293 20.0 353 15.6 196 19.0
25年5月期第2四半期 17,872 3.7 244 48.4 306 42.9 165 54.1

（注）包括利益 26年5月期第2四半期 207百万円 （14.4％） 25年5月期第2四半期 181百万円 （66.9％）

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

26年5月期第2四半期 45.91 ―
25年5月期第2四半期 38.59 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年5月期第2四半期 10,953 5,789 52.9
25年5月期 11,049 5,614 50.8
（参考） 自己資本   26年5月期第2四半期  5,789百万円 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
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） 26年5月期2Q 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2Q 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2Q 4,280,840 株 25年5月期2Q 4,280,840 株
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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、政府によるデフレ解消や、経済成長を目的とした

経済・金融政策が、株価上昇や円安の進行を生み、輸出企業を中心に緩やかな景気回復の兆しが見られ

たものの、海外景気の下振れリスクも根強くあることから、先行き不透明な状況で推移いたしました。

当小売業界におきましても、円安による商品原価の値上げや、電気料金の値上げ、消費税率の引き上

げ等による先行き不安から、一段と強まった消費者の低価格志向を背景とした価格競争の激化等、業

種、業態を超えた企業間競争が続く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」の達成を目指し、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、引き続き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

ループでの既存店活性化の検討を行い、株式会社マルミヤストアが運営をするマルミヤストア菱刈店を

スーパーマーケット事業からディスカウントストア事業へ業態変更することを決定し、平成25年11月に

閉店した結果、当第２四半期連結累計期間末の当社グループの店舗数は58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17店舗）となりました。 

なお、閉店したマルミヤストア菱刈店は、株式会社アタックスマートに店舗運営を移管し、平成25年

12月にアタックス菱刈店として開店しております。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高189億４百万円（前年同期比5.8％増）、営

業利益２億93百万円（前年同期比20.0％増）、経常利益３億53百万円（前年同期比15.6％増）、四半期

純利益１億96百万円（前年同期比19.0％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たほか、当社グループでの既存店活性化を

目的にマルミヤストア菱刈店を平成25年11月に閉店いたしました。 

また、競合店の出店や価格競争により、売上高の苦戦が続いているなかで、当期の期初より実施し

た、仕入施策による原価低減により、売上総利益率の改善を行っております。 

以上の結果、当第２四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131億３百万円

（前年同期比3.1％増）、セグメント利益１億73百万円（前年同期比12.5％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。 

以上の結果、当第２四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58億１百万

円（前年同期比12.2％増）、セグメント利益１億19百万円（前年同期比32.8％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２四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95百万円減少し

109億53百万円となりました。主な変動は、現金及び預金の増加38百万円、商品の増加60百万円、繰

延税金資産の増加８百万円、その他に含めた未収入金の減少56百万円を主な要因とした流動資産合計

の増加58百万円と有形固定資産合計の減少73百万円、繰延税金資産の減少77百万円を主な要因とした

固定資産合計の減少１億54百万円によるものであります。 

当第２四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２億71百万円減

少し51億63百万円となりました。主な変動は、買掛金の増加54百万円、未払金の減少64百万円、未払

法人税等の減少48百万円、賞与引当金の増加42百万円を主な要因とした流動負債合計の減少11百万円

と長期借入金の減少67百万円、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

２億59百万円によるものであります。 

当第２四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１億75百万円増加し

57億89百万円となりました。主な変動は、四半期純利益による増加１億96百万円と配当金の支払によ

る減少32百万円であります。 

以上の結果、当第２四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

52.9％となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前

連結会計年度末に比べ、38百万円増加し24億98百万円（前連結会計年度比1.5％増）となりました。 

営業活動の結果獲得した資金は、前年同期に比べ20百万円減少し、３億51百万円となりました。こ

れは主に、税金等調整前四半期純利益３億50百万円、減価償却費２億８百万円の計上と賞与引当金の

増加額42百万円、長期未払金の減少額１億88百万円、仕入債務の増加額38百万円、法人税等の支払額

１億40百万円によるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ84百万円減少し、１億70百万円となりました。こ

れは主に、有形固定資産の取得による支出１億74百万円によるものであります。  

財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ12百万円減少し、１億43百万円となりました。こ

れは主に、長期借入金の返済による支出73百万円、リース債務の返済による支出38百万円、配当金の

支払額31百万円によるものであります。  

  

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。 

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

（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
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該当事項はありません。 

  

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

（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２四半期連結会計期間 
(平成25年11月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,620,207 2,658,264

売掛金 11,986 12,735

有価証券 772 772

商品 1,604,544 1,665,380

貯蔵品 14,631 16,430

繰延税金資産 109,041 117,825

その他 320,271 268,638

貸倒引当金 △600 △600

流動資産合計 4,680,855 4,739,446

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,940,269 4,989,339

減価償却累計額 △2,690,110 △2,768,760

建物及び構築物（純額） 2,250,158 2,220,578

機械装置及び運搬具 82,042 91,123

減価償却累計額 △68,474 △72,247

機械装置及び運搬具（純額） 13,568 18,876

土地 1,858,550 1,855,050

リース資産 445,637 486,823

減価償却累計額 △191,233 △228,095

リース資産（純額） 254,403 258,727

建設仮勘定 79,534 －

その他 1,917,901 2,003,130

減価償却累計額 △1,569,525 △1,625,073

その他（純額） 348,375 378,057

有形固定資産合計 4,804,591 4,731,290

無形固定資産   

のれん 1,476 1,000

その他 56,322 52,114

無形固定資産合計 57,798 53,114

投資その他の資産   

投資有価証券 197,960 214,978

長期前払費用 101,010 93,373

敷金及び保証金 1,092,836 1,084,570

繰延税金資産 112,128 35,011

その他 2,147 1,947

投資その他の資産合計 1,506,083 1,429,882

固定資産合計 6,368,473 6,214,286

資産合計 11,049,328 10,953,733
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年11月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 16,360 －

買掛金 2,253,686 2,308,615

短期借入金 1,076,672 1,071,152

リース債務 73,164 73,138

未払金 200,449 135,617

未払費用 375,935 395,293

未払法人税等 147,500 98,600

未払消費税等 37,715 48,374

賞与引当金 43,000 85,230

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 61,937

流動負債合計 4,415,120 4,403,958

固定負債   

長期借入金 283,596 215,780

長期未払金 190,984 2,484

リース債務 195,012 200,012

退職給付引当金 59,445 57,907

資産除去債務 25,632 25,834

その他 265,179 257,985

固定負債合計 1,019,850 760,003

負債合計 5,434,970 5,163,962

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 4,070,586

自己株式 △1,157 △1,157

株主資本合計 5,568,917 5,733,337

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 56,433

その他の包括利益累計額合計 45,440 56,433

純資産合計 5,614,358 5,789,771

負債純資産合計 11,049,328 10,953,733
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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５月21日 
 至 平成24年11月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月21日 
 至 平成25年11月20日) 

売上高 17,872,809 18,904,674

売上原価 14,388,743 15,224,665

売上総利益 3,484,065 3,680,008

その他の営業収入 67,410 72,791

営業総利益 3,551,476 3,752,800

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 219,186 203,153

報酬及び給料手当 1,492,372 1,572,191

福利厚生費 163,377 171,101

賃借料 433,855 454,299

水道光熱費 318,107 380,420

減価償却費 185,720 208,648

のれん償却額 3,333 476

その他 490,640 468,729

販売費及び一般管理費合計 3,306,594 3,459,020

営業利益 244,882 293,779

営業外収益   

受取利息 4,253 3,957

受取配当金 1,861 2,412

受取事務手数料 41,128 45,098

その他 22,951 16,078

営業外収益合計 70,195 67,546

営業外費用   

支払利息 8,095 6,720

その他 882 631

営業外費用合計 8,977 7,352

経常利益 306,100 353,974

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 － 2,309

特別損失合計 － 3,309

税金等調整前四半期純利益 306,132 350,665

法人税、住民税及び事業税 146,353 91,830

法人税等調整額 △5,428 62,308

法人税等合計 140,925 154,139

少数株主損益調整前四半期純利益 165,207 196,525

四半期純利益 165,207 196,525
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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５月21日 
 至 平成24年11月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月21日 
 至 平成25年11月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 165,207 196,525

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 16,263 10,993

その他の包括利益合計 16,263 10,993

四半期包括利益 181,470 207,519

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 181,470 207,519
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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５月21日 
 至 平成24年11月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月21日 
 至 平成25年11月20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 306,132 350,665

減価償却費 185,720 208,648

のれん償却額 3,333 476

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,660 △8,660

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,371 42,230

退職給付引当金の増減額（△は減少） △698 △1,538

長期未払金の増減額（△は減少） － △188,500

受取利息及び受取配当金 △6,115 △6,369

支払利息 8,095 6,720

有形固定資産売却損益（△は益） △32 1,000

有形固定資産除却損 － 2,309

売上債権の増減額（△は増加） 418 △748

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,396 △62,634

仕入債務の増減額（△は減少） △43,472 38,568

長期前払費用の増減額（△は増加） 3,063 3,266

その他 57,647 106,771

小計 454,407 492,204

利息及び配当金の受取額 6,115 6,369

利息の支払額 △7,456 △6,122

法人税等の支払額 △80,643 △140,562

営業活動によるキャッシュ・フロー 372,423 351,890

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 △100,231 △100,247

定期預金の払戻による収入 100,218 100,237

有形固定資産の取得による支出 △242,200 △174,270

有形固定資産の売却による収入 32 2,500

無形固定資産の取得による支出 △5,750 △6,725

敷金及び保証金の差入による支出 △33,340 △8,762

敷金及び保証金の回収による収入 26,551 17,028

投資活動によるキャッシュ・フロー △254,719 △170,239

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △84,983 △73,336

リース債務の返済による支出 △28,486 △38,271

配当金の支払額 △42,605 △31,996

財務活動によるキャッシュ・フロー △156,075 △143,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △38,371 38,046

現金及び現金同等物の期首残高 2,339,891 2,460,745

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,301,520 2,498,791
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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２四半期連結累計期間(自  平成24年５月21日  至  平成24年11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２四半期連結累計期間(自  平成25年 ５月21日  至  平成25年11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。 

  

  

  

  

  

（４）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 12,703,516 5,169,293 17,872,809 ― 17,872,809

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― 13,033 13,033 △13,033 ―

計 12,703,516 5,182,327 17,885,843 △13,033 17,872,809

セグメント利益 154,488 90,093 244,582 300 244,882
 

        (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 13,103,434 5,801,240 18,904,674 ― 18,904,674

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― 11,272 11,272 △11,272 ―

計 13,103,434 5,812,513 18,915,947 △11,272 18,904,674

セグメント利益 173,821 119,658 293,479 300 293,779
 

－ 10 －

㈱マルミヤストア（7493）平成26年５月期　第２四半期決算短信




