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1.  平成25年9月期第3四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成25年6月30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 ％

25年9月期第3四半期 63,337 △4.0 946 △24.7 1,111 △21.0 660 △8.4
24年9月期第3四半期 65,969 △3.0 1,256 △16.7 1,407 △14.4 721 △22.8

（注）包括利益 25年9月期第3四半期 817百万円 （21.2％） 24年9月期第3四半期 674百万円 （△28.1％）

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9月期第3四半期 42.82 ―
24年9月期第3四半期 46.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年9月期第3四半期 56,997 41,899 73.5 2,716.30
24年9月期 56,645 41,323 73.0 2,678.29
（参考） 自己資本   25年9月期第3四半期  41,899百万円 24年9月期  41,323百万円

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

24年9月期 ― 7.75 ― 7.75 15.50
25年9月期 ― 7.75 ―
25年9月期（予想） 7.75 15.50

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30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 84,000 △4.4 1,400 △14.4 1,600 △12.6 800 33.1 51.86



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料P.３「２．サマリー情報（注 
記事項）に関する事項 (3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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P.２「１．当四半期決算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」をご覧くださ
い。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年9月期3Q 15,675,000 株 24年9月期 15,675,000 株
② 期末自己株式数 25年9月期3Q 249,767 株 24年9月期 246,017 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期3Q 15,426,951 株 24年9月期3Q 15,429,862 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  8

㈱マルキョウ （9866） 平成25年９月期　第３四半期決算短信

1



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や金融緩和策を受け円高の是正、株価の回復

が進むとともに、企業業績や消費マインドにも改善が見られるなど徐々に持ち直しの動きが見られるようになりま

した。しかしながら、為替や株価の大きな変動や海外経済の動向など不安要素もあり、先行きは依然として不透明

な状況で推移しております。 

  食品スーパー業界におきましては、個人消費について、一部の高価格帯商品の購買動向に回復の兆しが見られる

ものの日常の消費には依然として節約志向が強く、厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況の中で当社グループは、既存店の改装を５ヶ店（雑餉隈店、別府店、板付店、福重店、長与店）

で行うなど営業力の強化に努めてまいりました。しかしながら、業種・業態を超えた出店競争や価格競争は激しさ

を増しており、その影響を受ける中で売上高、利益ともに減少し、以下の結果となりました。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は633億37百万円（前年同四半期比4.0％減）、営業収入は２億９百万円（同

1.4％減）、営業利益は９億46百万円（同24.7％減）、経常利益は11億11百万円（同21.0％減）、四半期純利益は

６億60百万円（同8.4％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

  当第３四半期連結会計期間末における流動資産は156億17百万円となり、前連結会計年度末と比較して６億52

百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が４億52百万円、商品が２億25百万円増加したことによるも

のであります。 

 固定資産は413億80百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億99百万円減少いたしました。この主な減

少要因は有形固定資産が設備投資額よりも減価償却費及び除売却による減少額が上回ったことで３億77百万円減

少したことであり、主な増加要因は投資有価証券が時価の上昇により81百万円増加したことであります。 

 この結果、総資産は569億97百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億52百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は134億66百万円となり、前連結会計年度末と比較して63百万

円増加いたしました。この主な増加要因は買掛金が２億７百万円、未払金が２億２百万円増加したことであり、

主な減少要因は短期借入金が３億２百万円、未払消費税等が62百万円減少したことであります。 

 固定負債は16億32百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億87百万円減少いたしました。これは主に長

期借入金が３億15百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は150億98百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億23百万円減少いたしました。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は418億99百万円となり、前連結会計年度末と比較して５億76百

万円増加いたしました。この主な増加要因は四半期純利益６億60百万円、その他有価証券評価差額金が１億56百

万円増加したことであり、主な減少要因は剰余金の配当２億31百万円であります。 

 この結果、自己資本比率は73.5％（前連結会計年度末は73.0％）となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成25年４月30日の第２四半期決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想

に変更はありません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  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 

  該当事項はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。 
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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24年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,143,142 11,595,316

売掛金 5,967 5,694

商品 3,068,120 3,293,417

繰延税金資産 131,582 160,654

その他 615,904 561,928

流動資産合計 14,964,718 15,617,010

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,291,367 10,830,023

土地 27,039,032 27,030,808

その他（純額） 404,867 496,634

有形固定資産合計 38,735,267 38,357,466

無形固定資産 104,796 91,586

投資その他の資産   

投資有価証券 558,338 639,524

繰延税金資産 842,333 868,192

その他 1,439,615 1,423,914

投資その他の資産合計 2,840,287 2,931,631

固定資産合計 41,680,351 41,380,684

資産合計 56,645,069 56,997,694

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,349,612 10,557,374

短期借入金 818,700 516,000

未払法人税等 221,340 208,235

賞与引当金 194,758 276,960

その他 1,817,710 1,907,516

流動負債合計 13,402,122 13,466,086

固定負債   

長期借入金 315,000 －

退職給付引当金 1,062,779 1,079,251

役員退職慰労引当金 127,625 134,937

資産除去債務 300,975 304,596

預り敷金 113,221 113,221

固定負債合計 1,919,601 1,632,006

負債合計 15,321,723 15,098,092
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,996,200 5,996,200

資本剰余金 6,599,920 6,599,931

利益剰余金 28,959,002 29,380,501

自己株式 △125,850 △127,758

株主資本合計 41,429,271 41,848,874

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △105,925 50,727

その他の包括利益累計額合計 △105,925 50,727

純資産合計 41,323,346 41,899,601

負債純資産合計 56,645,069 56,997,694

㈱マルキョウ （9866） 平成25年９月期　第３四半期決算短信

5



（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23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 65,969,427 63,337,917

売上原価 52,182,071 50,228,412

売上総利益 13,787,356 13,109,505

営業収入 212,618 209,653

営業総利益 13,999,975 13,319,159

販売費及び一般管理費 12,743,182 12,372,359

営業利益 1,256,792 946,800

営業外収益   

受取利息 3,728 2,961

受取配当金 9,037 12,647

受取手数料 71,869 75,419

その他 72,080 78,075

営業外収益合計 156,716 169,104

営業外費用   

支払利息 6,295 3,096

その他 0 1,696

営業外費用合計 6,295 4,793

経常利益 1,407,212 1,111,111

特別利益   

固定資産売却益 1,684 1,332

収用補償金 6,388 5,688

投資有価証券売却益 － 113

特別利益合計 8,072 7,134

特別損失   

固定資産除却損 7,144 4,713

固定資産売却損 5,671 12,349

投資有価証券売却損 － 7,183

特別損失合計 12,816 24,246

税金等調整前四半期純利益 1,402,468 1,093,999

法人税、住民税及び事業税 553,750 491,996

法人税等調整額 127,250 △58,627

法人税等合計 681,000 433,369

少数株主損益調整前四半期純利益 721,468 660,630

四半期純利益 721,468 660,630
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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23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 721,468 660,630

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △46,989 156,652

その他の包括利益合計 △46,989 156,652

四半期包括利益 674,478 817,282

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 674,478 817,282
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  該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

   

  当社グループは、報告セグメントが小売業のみであり、当社の業績における「その他」の重要性が乏しいため、

記載を省略しております。なお、「その他」には、テナント等への不動産賃貸業が含まれております。   

   

販売実績  

当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別ごとに示すと、次のとおりであります。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

４．補足情報

事業の種類 

売上高 営業収入 合計 

金額(千円) 
前年同期比 
（％） 

金額(千円) 
前年同期比 
（％） 

金額(千円) 
前年同期比 
（％） 

菓子  7,111,537  △3.3  －  －  7,111,537  △3.3

食品  36,878,669  △3.9  －  －  36,878,669  △3.9

雑貨  2,480,721  △4.2  －  －  2,480,721  △4.2

鮮魚  5,746,884  △6.1  －  －  5,746,884  △6.1

青果  4,940,816  △3.7  －  －  4,940,816  △3.7

精肉  5,948,907  △3.3  －  －  5,948,907  △3.3

薬品  230,380  0.1  －  －  230,380  0.1

小売業計  63,337,917  △4.0  －  －  63,337,917  △4.0

その他の事業計  －  －  209,653  △1.4  209,653  △1.4

合計  63,337,917  △4.0  209,653  △1.4  63,547,571  △4.0
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