
                                       

平成 25 年 2 月 13 日 

各      位 

        会 社 名 株式会社マツヤ 

        代表者名 代表取締役社長  小山 栄造 

  （J A S D A Q・コード７４５２） 

          問合せ先 取締役財務本部長 本多 佐年 

           ＴＥＬ  （026）241-1314 

 

 

  （訂正・数値データ訂正）「平成 25 年２月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、平成24年７月６日に公表しました「平成25年２月期 第１四半期決算短信」の一部に訂正

すべき箇所がありましたので、下記のとおり訂正いたします。訂正箇所につきましては、訂正前と訂

正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には＿（アンダーライン）を付して表示しております。 

また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

訂正理由につきましては、本日開示の「過年度有価証券報告書等及び決算短信の訂正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 

 

記 

 

 

 訂正を行う決算短信 

  決算期    平成 25 年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

  発表日    平成 24 年７月６日 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 



(サマリー情報 １ページ目) 

【訂正前】 

 

平成25年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
平成24年7月6日

 
上 場 会 社 名 株式会社 マツヤ 上場取引所 大 
 
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 光作  
問合せ先責任者 (役職名)取締役財務部長 (氏名) 本多 佐年 TEL 026-241-1314
 
四半期報告書提出予定日 平成24年7月11日   
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   

 

(百万円未満切捨て)

１．平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年5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 ％

25年2月期第1四半期 9,623 △5.0 △14 － △51 － △34 －

24年2月期第1四半期 10,131 6.2 △16 － △51 － △111 －
 

（注） 包括利益 25年2月期第1四半期 △52百万円（－％） 24年2月期第1四半期 △157百万円（－％）

 

 
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

25年2月期第1四半期 △4. 85 -

24年2月期第1四半期 △15. 51 -

 
（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 ％ 

25年2月期第1四半期 16,586 2,998 18.1 

24年2月期 15,974 3,134 19.6 
 

(参考) 自己資本 25年2月期第1四半期 2,998百万円 24年2月期 3,134百万円

 

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 

24年2月期 －  0. 00 － 12. 00 12. 00 

25年2月期 －    

25年2月期(予想)   0. 00 － 12. 00 12. 00 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 

３．平成25年2月期の連結業績予想（平成24年3月1日～平成25年2月28日） 
 (％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

 

 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

第2四半期(累計) 20,700 1.1 258 247.7 182 － 47 － 6. 68

通期 41,000 4.3 567 68.1 417 94.6 147 68.6 20. 90

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  
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 【訂正後】 

 

 

平成25年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
平成24年7月6日

 
上 場 会 社 名 株式会社 マツヤ 上場取引所 大 
 
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 光作  
問合せ先責任者 (役職名)取締役財務部長 (氏名) 本多 佐年 TEL 026-241-1314
 
四半期報告書提出予定日 平成24年7月11日   
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   

 

(百万円未満切捨て)

１．平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年5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 ％

25年2月期第1四半期 9,623 △5.0 △19 － △56 － △35 －

24年2月期第1四半期 10,131 6.2 △66 － △101 － △139 －
 

（注） 包括利益 25年2月期第1四半期 △52百万円（－％） 24年2月期第1四半期 △157百万円（－％）

 

 
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

25年2月期第1四半期 △5. 08 -

24年2月期第1四半期 △19. 44 -

 
（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 ％ 

25年2月期第1四半期 16,161 2,546 15.8 

24年2月期 15,553 2,683 17.3 
 

(参考) 自己資本 25年2月期第1四半期 2,546百万円 24年2月期 2,683百万円

 

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 

24年2月期 －  0. 00 － 12. 00 12. 00 

25年2月期 －    

25年2月期(予想)   0. 00 － 12. 00 12. 00 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 

３．平成25年2月期の連結業績予想（平成24年3月1日～平成25年2月28日） 
 (％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

 

 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

第2四半期(累計) 20,700 1.1 258 247.7 182 － 47 － 6. 68

通期 41,000 4.3 567 68.1 417 94.6 147 68.6 20. 90

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  
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（2 ページ） 
 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  
 

【訂正前】 
当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が見られたものの、欧州の債

務危機による海外経済の下振れリスクや円高の長期化による国内産業の先行きへの懸念などから、依

然として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、原子力発電所事故の影響もあ

り、食の「安全・安心」に対する意識がさらに強くなるとともに、雇用情勢や所得環境が改善しない

ことから節約志向が強く、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、生

産性の高い体制を確立するため、当期に新設された作業改善グループが主体となり、一元的・効率的

な対策を推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１四半期連結累計期間においては、平成 24 年４月に「生鮮＆業務スーパー ユー・パレット茅

野店」（長野県茅野市）を新規出店いたしました。この結果、当第１四半期末の店舗数は 32 店舗とな

りました。 

売上高につきましては、当第１四半期に新規オープンした茅野店が業績に寄与いたしましたが、震

災特需の反動などもあり、個人消費の伸びが弱く既存店の売上に影響し、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、粗利益率が改善いたしました。

一方、経費面では、電気料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ましたが、新

店のコストをカバーするには至りませんでした。 

以上の営業活動の結果、当第１四半期の連結業績は、売上高 96 億２千３百万円（前年同四半期比

5.0％減）となり、経常損失は５千１百万円（前年同四半期５千１百万円の経常損失）、四半期純損失

は３千４百万円（前年同四半期１億１千１百万円の四半期純損失）となりました。 

  

 
 

 【訂正後】 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が見られたものの、欧州の債

務危機による海外経済の下振れリスクや円高の長期化による国内産業の先行きへの懸念などから、依

然として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、原子力発電所事故の影響もあ

り、食の「安全・安心」に対する意識がさらに強くなるとともに、雇用情勢や所得環境が改善しない

ことから節約志向が強く、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
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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、生

産性の高い体制を確立するため、当期に新設された作業改善グループが主体となり、一元的・効率的

な対策を推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１四半期連結累計期間においては、平成 24 年４月に「生鮮＆業務スーパー ユー・パレット茅

野店」（長野県茅野市）を新規出店いたしました。この結果、当第１四半期末の店舗数は 32 店舗とな

りました。 

売上高につきましては、当第１四半期に新規オープンした茅野店が業績に寄与いたしましたが、震

災特需の反動などもあり、個人消費の伸びが弱く既存店の売上に影響し、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、粗利益率が改善いたしました。

一方、経費面では、電気料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ましたが、新

店のコストをカバーするには至りませんでした。 

以上の営業活動の結果、当第１四半期の連結業績は、売上高 96 億２千３百万円（前年同四半期比

5.0％減）となり、経常損失は５千６百万円（前年同四半期１億１百万円の経常損失）、四半期純損失

は３千５百万円（前年同四半期１億３千９百万円の四半期純損失）となりました。 

  

 

 

（３ページ） 
（２）連結財政状態に関する定性的情報 
 

【訂正前】 

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、１億５千３百万円増加しておりますが、これは主として

現金預金が１億９千８百万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、４億５千７百万円増加しておりますが、これは主として

有形固定資産が３億４千２百万円増加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、６億１千１百万円増加し、165 億８千６百万円とな

りました。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、７億５千７百万円増加しておりますが、これは主として

買掛金が３億６千６百万円、賞与引当金が１億９百万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、１千万円減少しておりますが、これは主として長期借入

金が１億８千万円減少したものの、リース債務が１億５千４百万円増加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、７億４千７百万円増加し、135 億８千７百万円と

なりました。 
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(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べて、１億３千６百万円減少しておりますが、これは主として配

当金の支払を８千４百万円したことによります。 

この結果、純資産合計は、29 億９千８百万円となりました。 

 

 

 【訂正後】 

(資産) 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、１億４千５百万円増加しておりますが、これは主として

現金預金が１億９千８百万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、４億６千２百万円増加しておりますが、これは主として

有形固定資産が３億４千７百万円増加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、６億７百万円増加し、161 億６千１百万円となりま

した。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、７億５千５百万円増加しておりますが、これは主として

買掛金が３億６千６百万円、賞与引当金が１億９百万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、１千万円減少しておりますが、これは主として長期借入

金が１億８千万円減少したものの、リース債務が１億５千４百万円増加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、７億４千５百万円増加し、136 億１千５百万円と

なりました。 

(純資産) 

純資産は、前連結会計年度末に比べて、１億３千７百万円減少しておりますが、これは主として配

当金の支払を８千４百万円したことによります。 

この結果、純資産合計は、25 億４千６百万円となりました。 
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（５ページ） 

４．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 
 

【訂正前】 
（単位：千円）

    
前連結会計年度 

(平成24年２月29日) 
当第１四半期連結会計期間

(平成24年５月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 371,643 570,557
  売掛金 236,801 292,976
  リース投資資産 512,643 507,228
  たな卸資産 1,590,365 1,635,839
  繰延税金資産 67,564 67,564
  その他 808,136 666,555
  貸倒引当金 △4,000 △4,000
  流動資産合計 3,583,155 3,736,721

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物（純額） 6,338,978 6,637,317
   土地 2,117,822 2,118,133
   リース資産（純額） 807,163 982,205
   その他（純額） 339,094 208,296
   有形固定資産合計 9,603,058 9,945,953

  無形固定資産   
   のれん 23,333 22,083
   リース資産 94,702 90,795
   借地権 1,063,678 1,089,347
   その他 29,845 27,935
   無形固定資産合計 1,211,559 1,230,161

  投資その他の資産   
   投資有価証券 555,239 593,027
   差入保証金 499,684 508,072
   繰延税金資産 318,597 327,325
   その他 208,279 249,667
   貸倒引当金 △4,700 △4,700
   投資その他の資産合計 1,577,100 1,673,392

  固定資産合計 12,391,718 12,849,507

 資産合計 15,974,874 16,586,228
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（単位：千円）

   
前連結会計年度 

(平成24年２月29日) 
当第１四半期連結会計期間

(平成24年５月31日) 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 1,871,055 2,237,666
  短期借入金 4,495,060 4,600,206
  リース債務 168,397 197,139
  未払法人税等 62,708 13,484
  賞与引当金 130,000 239,000
  その他 748,505 946,000
  流動負債合計 7,475,727 8,233,496

 固定負債   
  長期借入金 3,092,998 2,912,916
  リース債務 838,257 992,512
  繰延税金負債 276,765 271,758
  退職給付引当金 418,276 426,273
  資産除去債務 293,169 305,216
  その他 445,171 445,586
  固定負債合計 5,364,637 5,354,263

 負債合計 12,840,365 13,587,760

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 2,104,296 1,986,489
  自己株式 △887,834 △887,834
  株主資本合計 3,132,461 3,014,654

 その他の包括利益累計額   
  その他有価証券評価差額金 2,046 △16,186
  その他の包括利益累計額合計 2,046 △16,186

 純資産合計 3,134,508 2,998,468

負債純資産合計 15,974,874 16,586,228

     

－7－



 
 【訂正後】 

（単位：千円）

    
前連結会計年度 

(平成24年２月29日) 
当第１四半期連結会計期間

(平成24年５月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 371,643 570,557
  売掛金 236,801 292,976
  リース投資資産 512,643 507,228
  たな卸資産 1,365,549 1,414,344
  繰延税金資産 67,564 67,564
  その他 679,343 526,006
  貸倒引当金 △4,000 △4,000
  流動資産合計 3,229,545 3,374,677

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物（純額） 6,208,489 6,510,665
   土地 2,099,156 2,099,467
   リース資産（純額） 800,736 976,215
   その他（純額） 337,958 207,317
   有形固定資産合計 9,446,340 9,793,666

  無形固定資産   
   のれん 23,333 22,083
   リース資産 94,702 90,795
   借地権 1,057,759 1,083,428
   その他 29,413 27,502
   無形固定資産合計 1,205,208 1,223,810

  投資その他の資産   
   投資有価証券 555,239 593,027
   差入保証金 499,684 508,072
   繰延税金資産 415,799 424,527
   その他 206,658 248,210
   貸倒引当金 △4,700 △4,700
   投資その他の資産合計 1,672,681 1,769,137

  固定資産合計 12,324,230 12,786,614

 資産合計 15,553,776 16,161,292

      

－8－



 
 

（単位：千円）

   
前連結会計年度 

(平成24年２月29日) 
当第１四半期連結会計期間

(平成24年５月31日) 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 1,871,055 2,237,666
  短期借入金 4,495,060 4,600,206
  リース債務 168,397 197,139
  未払法人税等 62,708 13,484
  賞与引当金 130,000 239,000
  その他 755,653 950,884
  流動負債合計 7,482,875 8,238,380

 固定負債   
  長期借入金 3,092,998 2,912,916
  リース債務 838,257 992,512
  繰延税金負債 276,765 271,758
  退職給付引当金 418,276 426,273
  資産除去債務 293,169 305,216
  その他 467,622 468,038
  固定負債合計 5,387,089 5,376,715

 負債合計 12,869,965 13,615,096

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 1,653,599 1,534,217
  自己株式 △887,834 △887,834
  株主資本合計 2,681,764 2,562,382

 その他の包括利益累計額   
  その他有価証券評価差額金 2,046 △16,186
  その他の包括利益累計額合計 2,046 △16,186

 純資産合計 2,683,811 2,546,196

負債純資産合計 15,553,776 16,161,292

     

 

－9－



 
（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１四半期連結累計期間 
 
【訂正前】 

(単位：千円)

  前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 10,131,356 9,623,589

売上原価 7,863,813 7,310,211

売上総利益 2,267,542 2,313,377

その他の営業収入 291,328 272,174

営業総利益 2,558,871 2,585,552

販売費及び一般管理費 2,575,755 2,600,321

営業損失（△） △16,883 △14,768

営業外収益   
 受取利息 54 706
 受取配当金 17 21
 債務勘定整理益 2,072 994
 保険解約返戻金 3,803 －
 その他 5,075 6,440
 営業外収益合計 11,022 8,162

営業外費用   
 支払利息 43,455 44,807
 その他 2,531 216
 営業外費用合計 45,986 45,024

経常損失（△） △51,847 △51,630

特別利益   
 固定資産売却益 － 253
 特別利益合計 － 253

特別損失   
 投資有価証券評価損 － 5,360
 固定資産除却損 18,598 －
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 153,391 －
 特別損失合計 171,990 5,360

税金等調整前四半期純損失（△） △223,837 △56,736

法人税等 △112,595 △22,583

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △111,241 △34,153

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △111,241 △34,153

    

－10－



 
 【訂正後】 

(単位：千円)

  前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 10,131,356 9,623,589

売上原価 7,915,334 7,321,445

売上総利益 2,216,021 2,302,143

その他の営業収入 291,328 272,174

営業総利益 2,507,350 2,574,318

販売費及び一般管理費 2,573,838 2,593,462

営業損失（△） △66,487 △19,143

営業外収益   
 受取利息 54 706
 受取配当金 17 21
 債務勘定整理益 2,072 994
 保険解約返戻金 3,803 －
 その他 5,075 6,440
 営業外収益合計 11,022 8,162

営業外費用   
 支払利息 43,455 44,807
 その他 2,531 216
 営業外費用合計 45,986 45,024

経常損失（△） △101,451 △56,005

特別利益   
 固定資産売却益 － 253
 特別利益合計 － 253

特別損失   
 投資有価証券評価損 － 5,360
 固定資産除却損 18,598 －
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 153,391 －
 特別損失合計 171,990 5,360

税金等調整前四半期純損失（△） △273,441 △61,111

法人税等 △133,995 △25,383

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △139,446 △35,728

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △139,446 △35,728

    

 

－11－



 
（８ページ） 

 四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 
 

【訂正前】 
(単位：千円)

  前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △111,241 △34,153

その他の包括利益   
 その他有価証券評価差額金 △45,981 △18,233
 その他の包括利益合計 △45,981 △18,233

四半期包括利益 △157,223 △52,386

（内訳）   
 親会社株主に係る四半期包括利益 △157,223 △52,386
 少数株主に係る四半期包括利益 － －
    

 

 

 【訂正後】 
(単位：千円)

  前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △139,446 △35,728

その他の包括利益   
 その他有価証券評価差額金 △45,981 △18,233
 その他の包括利益合計 △45,981 △18,233

四半期包括利益 △185,427 △53,961

（内訳）   
 親会社株主に係る四半期包括利益 △185,427 △53,961
 少数株主に係る四半期包括利益 － －
    

  

－12－




