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1.  平成26年2月期第3四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年11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）

営業収益 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2月期第3四半期 242,699 3.1 1,334 △8.3 1,594 41.4 959 125.2
25年2月期第3四半期 235,397 △3.1 1,455 △73.2 1,127 △78.4 425 △74.5

（注）包括利益 26年2月期第3四半期 1,056百万円 （148.2％） 25年2月期第3四半期 425百万円 （△74.5％）

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2月期第3四半期 7.66 7.63
25年2月期第3四半期 3.41 3.39

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第3四半期 135,317 63,469 46.2
25年2月期 134,090 62,427 46.4
（参考） 自己資本   26年2月期第3四半期  62,582百万円 25年2月期  62,187百万円

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2月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
26年2月期 ― 3.00 ―
26年2月期（予想） 3.00 6.00

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28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   

営業収益 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 322,700 2.2 2,500 24.9 2,000 19.0 800 △56.1 6.39



(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に該当するものです。詳細につきましては、添付資料Ｐ.3「２．サマリー情報
(注記事項)に関する事項」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を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記業績予想は、本資料発表日現在における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって、上記予想と実際の業績が異なる可能性があります。 

※  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） 26年2月期3Q 128,894,833 株 25年2月期 128,894,833 株
② 期末自己株式数 26年2月期3Q 3,645,090 株 25年2月期 3,939,079 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期3Q 125,163,841 株 25年2月期3Q 124,924,466 株
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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

　セグメント別の業績は、下記のとおりです。

≪小売事業≫

≪不動産事業≫

≪その他≫

部機能の拡充と実務教育機能を強化することで店舗現場力の向上を図っています。

新店は、マルエツ屋号店舗として東京都に亀有店、神奈川県に長津田駅前店、武蔵小杉駅前店、平二丁

目店、戸塚大坂下店を、マルエツ プチ屋号店舗として東京都に駒込中里一丁目店の合計６店舗を新設し

牛」を使用した「maruetsu３６５」のレトルトのビーフシチュー等、即食性・簡便性の高い商品、お客様

「Ｔポイントサービス」を活用した販促施策の一環として、特定商品にポイントを付与する「商品ボー

「腰の低い経営体質の実現」につきましては、自社の精肉・鮮魚の加工センターの活用をさらに進める

「マネジメント力の強化」につきましては、店舗エリア編成を店舗規模タイプ別に見直すとともに、本

さらに、小型店につきましては、一部店舗業務の本部への移管や社員のパートナーへの代替化を図り、

店が商売に専念できる環境整備とローコストなマネジメント体制の構築を進めています。

「腰の低い経営体質の実現」「マネジメント力の強化」に取り組みました。

「競争優位性の確立」につきましては、お一人でも気軽に楽しめるレンジアップの「簡単鍋」や「優夢

交換企画」を開始しました。また、利用履歴のないお客様の来店促進のため、加盟各社において当社で使

ことで、店舗作業の軽減と人的生産性の改善に取り組みました。

ナスポイント」や、お客様が貯めたＴポイント475ポイントを500円のお買物券と交換する「475ポイント

用できるクーポン発券を行いました。

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済・金融政策の効果等により、企業収益の改善や

設備投資の持ち直しの動きが見られ、景気が緩やかに回復しつつあるものの、一方で海外景気の下振れの

懸念等もあり、依然として予断を許さない状況が続いています。

小売事業につきましては、「生き残りをかけた『戦い』の年」を基本テーマに、「競争優位性の確立」

に食料品等の円安による原材料の高騰等も加わり、引き続き厳しい経営環境となっています。
このような状況のなか各施策に取り組みました結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は2,426億

99百万円(前年同期比3.1％増)、営業利益は13億34百万円(前年同期比8.3％減)、経常利益は15億94百万

円(前年同期比41.4％増)、四半期純利益は９億59百万円(前年同期比125.2％増)となりました。

小売業界では、消費者物価の底堅い動きによりデフレ状況は解消しつつあるものの、業態を超えた競争

の潜在ニーズに対応する商品等の開発に努めました。

これらの結果、小売事業の当第３四半期連結累計期間の営業収益は2,399億48百万円(前年同期比3.2％

増)、セグメント利益(営業利益)は７億68百万円(前年同期比15.2％減)となりました。

不動産事業につきましては、株式会社マルエツ開発で、マルエツ幸手上高野店の敷地内に「太陽光発電

システム」を設置し、７月より「売電事業」を開始しました。

また、前期にグループとして資産の有効活用及び財務体質の改善を図るため、資産売却を行ったことも

ました。また、建物老朽化による建て直しのため、神奈川県の平間店、長津田店、埼玉県の大宮店を、さ

らに、経営資源の効率化を図るため、東京都の西早稲田駅前店、神奈川県の富岡東店、伊勢原店、埼玉県

の幸手店を閉鎖しました。その結果、当第３四半期連結会計期間末の店舗数は269店舗となりました。

　また、既存店の活性化を図るための改装を５店舗で実施しました。

あり、当第３四半期連結累計期間の営業収益は27億22百万円(前年同期比4.3％減)、セグメント利益(営業

利益)は５億74百万円(前年同期比18.2％増)となりました。

その他につきましては、業務受託事業、人材派遣事業、品質管理及び商品検査事業等で構成されてお

り、当第３四半期連結累計期間の営業収益は28百万円(前年同期比14.2％減)、セグメント損失(営業損失)

は８百万円(前年同期はセグメント利益(営業利益)63百万円)となりました。

中国事業につきましては、９月30日に１号店としてリンコス無錫蘇寧プラザ店を江蘇省無錫市の「蘇寧

プラザ」内にオープンするとともに、２号店の開設準備を進めています。
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（２）連結財政状態に関する定性的情報
 （資産）

 （負債）

 （純資産）

（３）連結業績予想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

（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。

（３）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）

当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ１億84百万円増加し718億47百万円と

なりました。主に買掛金の増加、及び長期借入金の減少によるものです。

　なお、有利子負債は、前連結会計年度末に比べ19億72百万円減少し310億９百万円となりました。

　なお、この変更が当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微です。

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ10億42百万円増加し634億69百万円

となりました。主に少数株主持分の増加によるものです。

連結業績予想につきましては、現時点では平成25年10月11日に公表した数値からの変更はありません。

当社及び国内連結子会社は、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25年３月１日

以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しています。

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ12億27百万円増加し1,353億17百万

となりました。主に売掛金及び有形固定資産の増加によるものです。
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,750 14,821

売掛金 1,834 2,707

商品 9,086 9,324

貯蔵品 63 57

繰延税金資産 637 759

その他 6,718 6,129

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 31,087 33,796

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 34,894 36,008

土地 27,512 27,150

その他（純額） 7,118 6,993

有形固定資産合計 69,525 70,151

無形固定資産 3,651 3,328

投資その他の資産   

投資有価証券 86 83

差入保証金 26,206 24,951

繰延税金資産 3,061 2,791

その他 1,019 475

貸倒引当金 △548 △261

投資その他の資産合計 29,826 28,040

固定資産合計 103,002 101,521

資産合計 134,090 135,317
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 17,506 20,160

1年内返済予定の長期借入金 1,951 2,684

未払法人税等 1,674 246

賞与引当金 － 776

株主優待引当金 107 23

商品券引換引当金 8 2

その他 9,077 9,975

流動負債合計 30,327 33,868

固定負債   

長期借入金 29,852 27,310

退職給付引当金 2,443 2,470

転貸損失引当金 568 301

資産除去債務 1,339 1,279

長期預り保証金 4,914 4,775

その他 2,217 1,842

固定負債合計 41,335 37,979

負債合計 71,663 71,847

純資産の部   

株主資本   

資本金 37,549 37,549

資本剰余金 9,780 9,776

利益剰余金 16,807 16,963

自己株式 △1,950 △1,803

株主資本合計 62,186 62,485

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1 －

為替換算調整勘定 － 97

その他の包括利益累計額合計 1 97

新株予約権 239 146

少数株主持分 － 740

純資産合計 62,427 63,469

負債純資産合計 134,090 135,317
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 230,258 237,685

売上原価 160,478 167,852

売上総利益 69,779 69,832

営業収入 5,139 5,014

営業総利益 74,919 74,847

販売費及び一般管理費 73,463 73,512

営業利益 1,455 1,334

営業外収益   

受取利息 44 38

貸倒引当金戻入額 28 287

補助金収入 90 71

雑収入 86 171

営業外収益合計 249 569

営業外費用   

支払利息 206 210

固定資産除却損 297 44

雑損失 73 54

営業外費用合計 577 309

経常利益 1,127 1,594

特別損失   

減損損失 － 203

店舗閉鎖損失 122 152

転貸損失引当金繰入額 110 －

支払違約金 19 －

物流センター閉鎖損失 14 －

特別損失合計 266 355

税金等調整前四半期純利益 861 1,239

法人税、住民税及び事業税 347 308

法人税等還付税額 － △129

法人税等調整額 87 141

法人税等合計 435 320

少数株主損益調整前四半期純利益 425 918

少数株主損失（△） － △40

四半期純利益 425 959
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 425 918

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 △1

為替換算調整勘定 － 139

その他の包括利益合計 △0 137

四半期包括利益 425 1,056

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 425 1,055

少数株主に係る四半期包括利益 － 1
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（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年３月１日　至　平成24年11月30日）

１. 報告セグメントごとの営業収益及び利益の金額に関する情報

営業収益

(1) 外部顧客に対する

    営業収益

(2) セグメント間の

    内部営業収益

    又は振替高

(注)１

す。

　　２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年３月１日　至　平成25年11月30日）

１. 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

営業収益

(1) 外部顧客に対する

    営業収益

(2) セグメント間の

    内部営業収益

    又は振替高

(注)１

す。

　　２ セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

２. 報告セグメントの変更等に関する事項

ます。
　なお、この変更が当第３四半期連結累計期間の報告セグメントの損益に与える影響は軽微です。

1,392

後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更してい

2,843

―

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に記載のとおり、当社及び国
内連結子会社は、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25年３月１日以

240,121

239,948

3,219

1,343

2,722

243,215

242,671

小売事業

371 544172

1,334 ― 1,334

28

1,440

―

1,984 △1,984

「その他」の区分には、業務受託事業、人材派遣事業、品質管理及び商品検査事業等を含んでいま

△1,984
セグメント利益又は損失
（△） 768 574

242,699

244,684

242,699

―

△8

1,455

「その他」の区分には、業務受託事業、人材派遣事業、品質管理及び商品検査事業等を含んでいま

セグメント利益

計 3,094 1,469 242,699

合計

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

不動産事業

1,455

計 1,621

計

―

調整額

報告セグメント
その他
(注)１

△2,144

（単位：百万円）

63

181 375 556 1,588

33232,520 235,364

906 486

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額
小売事業 不動産事業 計

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

235,397 235,397

232,701 235,921 237,542 235,397

2,144 △2,144

―
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３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

損損失を計上しています。

「小売事業」セグメントにおいて、環境の著しい悪化が見られる店舗について203百万円の減
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