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（１）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３月期第２四半期 7,873 － 167 － 195 － 54 －

25年３月期第２四半期 － － － － － － － －

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３月期第２四半期 1.78 －

25年３月期第２四半期 － －

（注）当社は、平成25年３月期より決算期を８月31日から３月31日に変更いたしました。これに伴い、平成25年３月期は

平成24年９月１日から平成25年３月31日までの７ヶ月間となっており、平成25年３月期第２四半期財務諸表を作成してい

ないため、前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率の記載は行っておりません。

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

26年３月期第２四半期 12,703 9,094 71.6 298.36

25年３月期 13,044 9,161 70.2 300.58

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 9,094百万円 25年３月期 9,161百万円

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３月期 － － － 4.00 4.00

26年３月期 － 4.00

26年３月期（予想） － 4.00 8.00

（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26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31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 16,800 － 780 － 830 － 380 － 12.47

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

平成25年３月期は決算期変更により平成24年９月１日から平成25年３月31日までの７ヶ月間となっております。このた

め、対前期増減率については記載しておりません。



※  注記事項

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）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

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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３月期２Ｑ 32,047,071株 25年３月期 32,047,071株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,567,196株 25年３月期 1,566,986株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 30,479,993株 25年３月期２Ｑ －株

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ますが、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レビュー手続は終了しております。

（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）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。
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当社は前事業年度より決算期を８月から３月に変更いたしました。このため、前事業年度は平成24年９月１日か

ら平成25年３月31日までの７ヶ月決算となっており、平成25年３月期第２四半期財務諸表を作成していないため、

前年同期との比較は記載しておりません。

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、政府による金融緩和策や経済対策への期待感から円高是正や株

価回復が進み、景況感には改善の動きが見られたものの、中国における経済成長率の鈍化など海外経済の減速、来

年４月の消費税増税などの懸念材料が残っており、依然として景気の先行きは不透明な状況にあります。

女性下着市場におきましても、消費マインドは足踏み状態にあり、本格回復には至っていない状況であります。

このような状況のなか、６月後半よりイベントを行い、新規顧客獲得のための施策や既存顧客への満足度向上に

努めてまいりました。また、夏限定商品のパンスト「LEGMAKING VERANO（レッグメイキング ヴェラーノ）」を販

売いたしました。７月よりＣＭのリニューアルを行い、海外アーティスト「AFTER SCHOOL」のメンバーを起用し反

響も大きく好評をいただき、更に知名度向上を図ってまいりました。

これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、イベントによる売上回復はあったものの４月、５月の売上不振

を補うことができず、売上高78億73百万円、営業利益１億67百万円、経常利益１億95百万円、四半期純利益は54百

万円となりました。当第２四半期会計期間末現在の店舗数は、前事業年度末に比べ、新規出店３店（ミドルエイジ

層専門店１店を含む）、統廃合１店を行った結果、243店（ミドルエイジ層専門店８店を含む）となっておりま

す。

なお、当社は体型補整を目的とした婦人下着及びその関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記

載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期会計期間末における資産合計は127億３百万円となり、前事業年度末に比べ、３億41百万円の減少

となりました。

流動資産合計は44億81百万円となり、前事業年度末に比べ、３億41百万円の減少となりました。これは主に、前

払金の増加、前払費用の増加、現金及び預金の減少及び繰延税金資産の減少の結果によるものであります。

固定資産合計は82億22百万円となり、前事業年度末に比べ、０百万円の減少となりました。これは主に、繰延税

金資産の増加及び建物等の減価償却による減少の結果によるものであります。

当第２四半期会計期間末における負債合計は36億９百万円となり、前事業年度末に比べ、２億73百万円の減少と

なりました。

流動負債合計は29億９百万円となり、前事業年度末に比べ、４億１百万円の減少となりました。これは主に、ポ

イント引当金の増加、賞与引当金の減少、未払金の減少、１年内返済予定の長期借入金の減少及び未払法人税等の

減少の結果によるものであります。

固定負債合計は６億99百万円となり、前事業年度末に比べ、１億27百万円の増加となりました。これは主に、退

職給付引当金の増加及びリース債務の増加の結果によるものであります。

当第２四半期会計期間末における純資産合計は90億94百万円となり、前事業年度末に比べ、67百万円の減少とな

りました。これは主に、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加及び剰余金の配当による利益剰余金の減少の

結果によるものであります。

＜キャッシュ・フローの状況＞

当第２四半期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）は、前事業年度末に比べ、３億23

百万円減少し、27億45百万円となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、減少した資金は41百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益１億93百万円、退職

給付引当金の増加１億13百万円、ポイント引当金の増加48百万円等による資金の増加、法人税等の支払額１億63百

万円、賞与引当金の減少１億60百万円及び未払金の減少83百万円等による資金の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、減少した資金は61百万円となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入９百万円に

よる資金の増加、新規出店・移転改装等に伴う有形固定資産の取得による支出及び差入保証金の差入による支出51

百万円及び無形固定資産の取得による支出15百万円等による資金の減少によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、減少した資金は２億19百万円となりました。これは主に、配当金の支払１億21百万円、長期借

入金の返済による支出88百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出10百万円等による資金の減少によ

るものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月10日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしま

した通期の業績予想に変更はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,068,712 2,745,689

売掛金 666,144 657,365

商品及び製品 531,975 489,055

貯蔵品 67,588 117,072

その他 488,241 472,069

貸倒引当金 △234 △117

流動資産合計 4,822,428 4,481,135

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,852,103 2,807,151

土地 4,297,609 4,297,609

その他（純額） 138,246 141,907

有形固定資産合計 7,287,959 7,246,669

無形固定資産 143,307 143,078

投資その他の資産

その他 793,440 834,764

貸倒引当金 △2,440 △2,440

投資その他の資産合計 791,000 832,324

固定資産合計 8,222,266 8,222,072

資産合計 13,044,695 12,703,207
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,477,096 1,477,355

1年内返済予定の長期借入金 88,200 －

未払法人税等 190,000 131,500

賞与引当金 210,000 50,000

返品調整引当金 20,000 16,000

ポイント引当金 445,000 493,000

資産除去債務 4,985 4,506

その他 875,960 737,092

流動負債合計 3,311,241 2,909,453

固定負債

退職給付引当金 232,348 345,498

資産除去債務 327,933 333,443

その他 11,533 20,687

固定負債合計 571,815 699,629

負債合計 3,883,057 3,609,083

純資産の部

株主資本

資本金 2,332,729 2,332,729

資本剰余金 2,195,452 2,195,452

利益剰余金 5,126,186 5,058,530

自己株式 △492,547 △492,587

株主資本合計 9,161,820 9,094,124

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 △183 －

評価・換算差額等合計 △183 －

純資産合計 9,161,637 9,094,124

負債純資産合計 13,044,695 12,703,207
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（２）四半期損益計算書
（第２四半期累計期間）

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 7,873,225

売上原価 3,804,319

売上総利益 4,068,905

返品調整引当金戻入額 20,000

返品調整引当金繰入額 16,000

差引売上総利益 4,072,905

販売費及び一般管理費 3,905,768

営業利益 167,137

営業外収益

受取利息 262

受取手数料 17,669

業務受託料 12,000

その他 5,273

営業外収益合計 35,206

営業外費用

支払利息 418

不動産賃貸費用 3,191

支払手数料 2,068

その他 1,432

営業外費用合計 7,111

経常利益 195,232

特別損失

減損損失 457

固定資産除却損 544

賃貸借契約解約損 689

その他 294

特別損失合計 1,986

税引前四半期純利益 193,246

法人税、住民税及び事業税 111,153

法人税等調整額 27,828

法人税等合計 138,981

四半期純利益 54,264
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 193,246

減価償却費 114,576

減損損失 457

長期前払費用償却額 2,403

貸倒引当金の増減額（△は減少） △116

賞与引当金の増減額（△は減少） △160,000

返品調整引当金の増減額（△は減少） △4,000

ポイント引当金の増減額（△は減少） 48,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 113,149

受取利息 △262

支払利息 418

固定資産除却損 544

賃貸借契約解約損 452

売上債権の増減額（△は増加） 8,778

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,563

前払費用の増減額（△は増加） △16,727

仕入債務の増減額（△は減少） 259

未払金の増減額（△は減少） △83,477

未払費用の増減額（△は減少） △9,351

前受金の増減額（△は減少） △42,631

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,446

その他 △41,190

小計 122,413

利息の受取額 265

利息の支払額 △795

法人税等の支払額 △163,738

法人税等の還付額 85

営業活動によるキャッシュ・フロー △41,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △38,536

有形固定資産の除却による支出 △2,685

無形固定資産の取得による支出 △15,991

差入保証金の差入による支出 △12,726

差入保証金の回収による収入 9,772

その他 △1,249

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,416

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 △88,200

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △10,458

自己株式の取得による支出 △40

配当金の支払額 △121,138

財務活動によるキャッシュ・フロー △219,837

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △323,023

現金及び現金同等物の期首残高 3,068,712

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,745,689

- 6 -

マルコ㈱　（9980）　平成26年３月期　第２四半期決算短信（非連結）



該当事項はありません。

該当事項はありません。

当社は、取締役会における経営資源の配分の意思決定及び業績を評価するための定期的な検討の対象を体型補整

を目的とした婦人下着及びその関連事業とし、これらを単一のセグメントとしております。

これは、当社の主要製品である体型補整を目的とした婦人下着とその関連商品の市場及び販売方法は同一若しく

は密接に関連しているためであります。

従って、報告セグメントについても単一のセグメントとしており、記載を省略しております。

（４）四半期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）
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仕入及び販売の状況

① 仕入実績

（注）１．金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．製品のその他は主に、ストッキングとスイムウェアの金額であります。

３．当社は、平成25年３月期に決算日を８月31日から３月31日に変更しており、平成25年３月期第２四半期の開

示を行っておりませんので、前年同期比については記載しておりません。

② 販売実績

1) 地域別販売実績

（注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．その他は、ポイント引当金繰入額の金額であります。

３．当社は、平成25年３月期に決算日を８月31日から３月31日に変更しており、平成25年３月期第２四半期の開

示を行っておりませんので、前年同期比については記載しておりません。

３．補足情報

区分

当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

製品

ファンデーション・ランジェリー

（ボディスーツ） 280,048 16.3 －

（ブラジャー・ガードル等） 1,016,121 59.1 －

その他 194,230 11.3 －

小計 1,490,400 86.7 －

商品

ボディケア化粧品・下着用洗剤 186,711 10.9 －

健康食品 27,824 1.6 －

その他 13,983 0.8 －

小計 228,520 13.3 －

合計 1,718,921 100.0 －

区分

当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

北海道・東北・信越地区 1,011,025 12.8 －

関東地区 2,019,247 25.7 －

北陸・東海地区 1,990,575 25.3 －

近畿地区 1,151,491 14.6 －

中国・四国地区 132,434 1.7 －

九州・沖縄地区 1,974,246 25.1 －

合計 8,279,021 105.2 －

その他 △405,795 △5.2 －

総合計 7,873,225 100.0 －
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2) 品目別販売実績

（注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．製品のその他は主に、ストッキングとスイムウェアの金額であります。

３．その他は、ポイント引当金繰入額の金額であります。

４．当社は、平成25年３月期に決算日を８月31日から３月31日に変更しており、平成25年３月期第２四半期の開

示を行っておりませんので、前年同期比については記載しておりません。

区分

当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

製品

ファンデーション・ランジェリー

（ボディスーツ） 1,302,892 16.6 －

（ブラジャー・ガードル等） 5,626,552 71.5 －

その他 656,143 8.3 －

小計 7,585,588 96.4 －

商品

ボディケア化粧品・下着用洗剤 590,374 7.5 －

健康食品 99,677 1.3 －

その他 3,381 0.0 －

小計 693,432 8.8 －

合計 8,279,021 105.2 －

その他 △405,795 △5.2 －

総合計 7,873,225 100.0 －
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