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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 ％

25年３月期第１四半期 3,384 △15.6 △381 － △368 － △258 －
24年８月期第１四半期 4,010 △1.8 △337 － △321 － △220 －

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３月期第１四半期 △8.49 －
24年８月期第１四半期 △7.24 －

（注）当社は、平成25年３月期より決算期（事業年度の末日）を毎年８月31日から毎年３月31日に変更しております。詳
細につきましては、平成24年10月５日発表の「決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

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３月期第１四半期 13,305 8,683 65.3 284.90
24年８月期 13,799 9,063 65.7 297.36

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 8,683百万円 24年８月期 9,063百万円

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

24年８月期 － 4.00 － 4.00 8.00

25年３月期 －

25年３月期（予想） － － 4.00 4.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

当社は、決算期（事業年度の末日）を毎年８月31日から毎年３月31日に変更しております。経過措置期間である平成25年

３月期は７ヶ月決算となります。これに伴い、平成25年３月期の１株当たり配当金につきましては４円を予定しておりま

す。

３．平成25年３月期の業績予想（平成24年９月１日～平成25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 9,300 － 400 － 420 － 180 － 5.91

（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月期は決算期変更の経過期間となり、第２四半期（累計）は四半期報告書の提出がありませんので、予想数値

は記載しておりません。また、通期については７ヶ月間（平成24年９月１日～平成25年３月31日）の予想数値を記載して

おります。このため、通期の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 ： 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

（注）「四半期財務諸表の用語、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．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表
示」をご覧下さい。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 32,047,071株 24年８月期 32,047,071株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 1,566,736株 24年８月期 1,566,736株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 30,480,335株 24年８月期１Ｑ 30,480,365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）業績予想に関する定性的情

報」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する定性的情報

当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、欧州経済危機に端を発する世界経済不況が継続し、また日中間

の貿易停滞の影響もあり、力強い消費動向は見られませんでした。

女性下着市場におきましても、消費者の節約志向は根強く、値ごろ感のある商品への消費動向が続いておりま

す。

このような状況のなか、当社は販売施策による新規顧客の獲得、既存顧客の維持に取り組み、基幹商品

「Carille（カリーユ）」の新アイテム「ロングブラジャー」を11月に発売しましたが、買い替え需要の低下を受

け、全体としての売上高は低いものとなりました。利益面につきましても、前期より引き続き固定経費の削減、合

理化を推進したものの減収の影響を避けられず減益となりました。

これらの結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高33億84百万円（前年同期比15.6％減少）、営業損失３億

81百万円（前年同期は３億37百万円の営業損失）、経常損失３億68百万円（前年同期は３億21百万円の経常損

失）、四半期純損失は２億58百万円（前年同期は２億20百万円の四半期純損失）となりました。

（２）財政状態に関する定性的情報

当第１四半期会計期間末における資産合計は133億５百万円となり、前事業年度末に比べ、４億94百万円の減少

となりました。

流動資産合計は50億42百万円となり、前事業年度末に比べ、５億52百万円の減少となりました。これは主に、た

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

固定資産合計は82億62百万円となり、前事業年度末に比べ、57百万円の増加となりました。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１四半期会計期間末における負債合計は46億21百万円となり、前事業年度末に比べ、１億14百万円の減少と

なりました。

流動負債合計は41億59百万円となり、前事業年度末に比べ、１億84百万円の減少となりました。これは主に、買

掛金の増加、未払金の増加、未払法人税等の減少及び賞与引当金の減少の結果によるものであります。

固定負債合計は４億61百万円となり、前事業年度末に比べ、70百万円の増加となりました。これは主に、退職給

付引当金の増加によるものであります。

当第１四半期会計期間末における純資産合計は86億83百万円となり、前事業年度末に比べ、３億79百万円の減少

となりました。これは主に、四半期純損失の計上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。

（３）業績予想に関する定性的情報

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年10月５日の「平成24年８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。

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年９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。

この変更による損益に与える影響は軽微であります。

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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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年８月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,029,679 3,306,412

売掛金 420,581 393,512

商品及び製品 388,868 542,374

貯蔵品 73,816 108,530

その他 682,184 692,260

貸倒引当金 △98 △167

流動資産合計 5,595,031 5,042,922

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,900,201 2,869,645

土地 4,297,609 4,297,609

その他（純額） 146,810 140,800

有形固定資産合計 7,344,621 7,308,055

無形固定資産 142,391 140,721

投資その他の資産

その他 719,886 815,982

貸倒引当金 △2,440 △2,440

投資その他の資産合計 717,446 813,542

固定資産合計 8,204,459 8,262,320

資産合計 13,799,490 13,305,242

- 3 -

マルコ㈱　（9980）　平成25年３月期　第１四半期決算短信（非連結）



（単位：千円）

前事業年度
(平成24年８月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,066,551 1,372,701

短期借入金 900,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 213,474 142,500

未払法人税等 448,395 37,732

賞与引当金 200,000 80,000

返品調整引当金 18,000 13,000

ポイント引当金 541,000 458,000

資産除去債務 2,686 5,848

その他 954,425 1,149,904

流動負債合計 4,344,533 4,159,688

固定負債

退職給付引当金 45,066 124,063

資産除去債務 323,026 319,340

その他 23,193 18,226

固定負債合計 391,286 461,631

負債合計 4,735,819 4,621,319

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 5,027,729 4,646,975

自己株式 △492,505 △492,505

株主資本合計 9,063,405 8,682,651

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 864 1,631

繰延ヘッジ損益 △599 △359

評価・換算差額等合計 265 1,272

純資産合計 9,063,670 8,683,923

負債純資産合計 13,799,490 13,305,242
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（２）四半期損益計算書
（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成23年９月１日
至 平成23年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日)

売上高 4,010,358 3,384,241

売上原価 2,187,519 1,849,403

売上総利益 1,822,839 1,534,838

返品調整引当金戻入額 14,000 18,000

返品調整引当金繰入額 15,000 13,000

差引売上総利益 1,821,839 1,539,838

販売費及び一般管理費 2,159,026 1,921,449

営業損失（△） △337,187 △381,611

営業外収益

受取利息 39 15

受取配当金 102 102

受取手数料 11,472 9,288

業務受託料 6,000 6,000

その他 3,688 3,126

営業外収益合計 21,303 18,533

営業外費用

支払利息 2,990 3,046

不動産賃貸費用 2,235 1,635

その他 748 726

営業外費用合計 5,973 5,408

経常損失（△） △321,857 △368,486

特別損失

減損損失 771 684

固定資産除却損 152 231

その他 209 67

特別損失合計 1,133 983

税引前四半期純損失（△） △322,990 △369,470

法人税、住民税及び事業税 25,806 27,930

法人税等調整額 △128,221 △138,567

法人税等合計 △102,414 △110,637

四半期純損失（△） △220,576 △258,832
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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、記載を省略しておりま

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
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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、ストッキングの金額であります。

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。

４．補足情報

仕入及び販売の状況

区分

当第１四半期累計期間
（自 平成24年９月１日
至 平成24年11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） 114,108 12.7 34.4

（ブラジャー・ガードル等） 580,494 64.5 78.7

その他 92,167 10.2 89.7

小計 786,770 87.4 67.1

商品

ボディケア化粧品・下着用洗剤等 108,306 12.0 148.1

健康食品 4,981 0.6 －

小計 113,287 12.6 154.9

合計 900,058 100.0 72.3

区分

当第１四半期累計期間
（自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日）

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

北海道・東北・信越地区 427,926 12.6 93.1

関東地区 897,644 26.5 86.6

北陸・東海地区 841,746 24.9 74.7

近畿地区 517,034 15.3 90.5

中国・四国地区 65,662 1.9 101.9

九州・沖縄地区 800,810 23.7 81.2

合計 3,550,825 104.9 83.6

その他 △166,584 △4.9 70.9

総合計 3,384,241 100.0 84.4
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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。

区分

当第１四半期累計期間
（自 平成24年９月１日
至 平成24年11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） 527,708 15.6 67.2

（ブラジャー・ガードル等） 2,212,109 65.4 81.2

その他 323,782 9.5 83.5

小計 3,063,601 90.5 78.6

商品

ボディケア化粧品・下着用洗剤等 445,725 13.2 141.7

健康食品 41,499 1.2 125.4

小計 487,224 14.4 140.2

合計 3,550,825 104.9 83.6

その他 △166,584 △4.9 70.9

総合計 3,384,241 100.0 84.4
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