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平成１８年２月期  決 算 短 信 （連 結）    平成１８年４月１４日 

上場会社名  相鉄ローゼン株式会社 上 場 取 引 所 東証第一部 

コ─ド番 号   ８２１１ 本社所在都道府県   神奈川県 
( URL http://www.sotetsu.rosen.co.jp/ ) 
代 表 者 役職名 代表取締役社長  氏名 春 日 徹 夫 
問合せ先責任者  役職名 経理部統括マネージャー  氏名 佐藤  一夫  TEL (045) 319 - 7080 
決算取締役会開催日  平成18年４月14日    
親会社等の名称 相模鉄道株式会社 （コード番号：9003） 親会社等における当社の議決権所有比率 53.37％ 
米国会計基準採用の有無   無  
１. 18年２月期の連結業績 (平成17年３月１日 ～平成18年２月28日) 
(1)連結経営成績 (売上高は営業収入を含んでおり、また、記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。) 

  売   上   高 営 業 利 益 経 常 利 益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年２月期 95,975 △3.5 820 24.5 611 43.3 

17 年２月期 99,418 △2.0 659 △14.0 426 △22.3 
       

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株 主 資 本
当期純利益率

総 資 本
経常利益率

売 上 高
経常利益率

  百万円 ％ 円  銭 円  銭 ％ ％ ％

18年２月期 232 ─ 8  10 ─ 2.0 1.3 0.6 

17 年２月期 △1,287 ─ △44  96 ─ △10.4 0.9 0.4 

(注) ①持分法投資損益   18年２月期   ─ 17年２月期   ─ 
    ②期中平均株式数(連結)   18年２月期 28,634,770株 17年２月期 28,639,751株 
 ③会計処理の方法の変更   無  
    ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態  

 総  資  産 株  主  資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

   百万円 百万円 ％ 円  銭

18 年２月期 46,967 11,417 24.3 398  77 

17 年２月期 49,210 11,738 23.9 409  91 

(注) 期末発行済株式数(連結)  18年２月期 28,632,906株 17年２月期 28,636,818株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況  

 
営業活動による  
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

18年２月期 1,966 △ 365 △ 1,628 4,926 

17 年２月期 △ 1,551 △ 1,989 3,194 4,954 
  
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
連結子会社数 ５社   持分法適用非連結子会社数 ０社   持分法適用関連会社数 ０社 

 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結(新規)  ０社  (除外) １社   持分法(新規) ０社  (除外) ０社 

 
２. 19年２月期の連結業績予想 (平成18年３月１日 ～平成19年２月28日)  

 売   上   高 経 常 利 益 当期純利益 

  百万円  百万円 百万円

中 間 期 47,000 360 140 

通 期 94,000 680 260 

(参考) １株当たり予想当期純利益 (通期)  9円 08銭     

※上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画の基となる前提、予測を含んで記載しておりま
す。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の７ページ②を参照してください。 
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企業集団の状況 

 

当社グループは、当社及び子会社５社で構成され、子会社は全て連結されております。又、

当社の企業集団は親会社である相模鉄道㈱を中心とした相鉄グループにも属しております。

事業としては、食料品他小売業を主に、その他の事業として映画興行、飲食店事業等を展開

しております。  
当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとお

りであり、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。  
食料品他小売業 当社は、食料品を中心としたスーパーマーケット及びレディースファ

ッション専門店を展開しております。当社がスーパーマーケットで販

売している商品のうち、店頭販売、生花販売を㈱相商に、焼きたてパ

ンの製造販売を㈱葉山ボンジュールに、精肉、総菜及び鮮魚の一部の

販売を相栄フーズ㈱にそれぞれ委託しております。  
そ の 他 の 事 業 当社は、映画興行、広告、不動産賃貸事業を展開しております。相鉄

フードサービス㈱は、レストラン、喫茶店等の飲食店業を経営してお

り、当社は、ファーストフード等を同社に委託しております。㈱相販

は宝くじ等販売代理業を行っております  
事業の系統図は、次のとおりであります。  

 
お 客 様 

[親会社] 
相模鉄道㈱ 販 

売 

建物賃借等 

［子会社］ 
㈱ 相 商 
㈱葉山ボンジュール 

［子会社］ 
相栄フーズ㈱ 

［子会社］ 
 ㈱ 相 販 

［子会社］ 
相鉄フードサービス㈱ 

業
務
委
託

商
品
仕
入

業
務
委
託

商
品
仕
入

業
務
委
託

商
品
仕
入

（その他の事業       ） 

販 

売

（食料品他小売業） 

販 

売 

販 

売 

販 

売 

当     社 

[親会社の子会社・孫会社]
横浜地下街㈱ 
㈱相鉄ビルマネジメント 
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経 営 方 針 

(1) 経営の基本方針 
当社グループは、スーパーマーケットを中心に、レディースファッション専門店及びスー

パーマーケットに附属する生花、ファーストフード、ベーカリー等の小売業と、映画興行、

広告、不動産賃貸、宝くじ販売、レストラン経営等の事業で構成されております。  
当社グループは、「ゆたかな生活へのかけ橋」をモットーにして、事業を通じて地域のみ

なさまのゆたかな生活づくりに奉仕してまいります。お客様の立場に立った考え方と行動を

徹底し、お客様に心から喜んでいただける商品、サービスを継続的に提供することに努めて

おります。  
経営の基本理念は、「市民生活に密着する事業を通じて社会に貢献する」ことであり、そ

のために「お客様第一主義」を基本とし、「独創的で活力のある経営、人を生かす経営」を

実践することであります。あわせて、時流やお客様のニーズを捉えながら、商品の安全性や

質的向上を図るとともに、地球環境保全活動に積極的に参画し、健康で快適な暮らしをサポ

ートするためのさまざまな取組みに挑戦してまいります。  
地域のみなさまに親しまれ、愛される企業として、社会的責任を果たすべく、より一層の

努力を積み重ねてまいります。  
 
(2) 利益配分に関する基本方針 

当社は、収益力の向上と経営基盤の拡充に努めるとともに、利益配分につきましては、業

績の見通し、将来の事業展開、配当性向、内部留保の水準等を総合的に判断しながら、今後

とも、株主の皆様への長期的に安定した配当水準の堅持を基本的な配当政策と考えておりま

す。  
 
(3)投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要課題と認識しており

ます。 

投資単位の引き下げにつきましては、当社の場合、現時点での株価水準から判断して緊急

性が高いと思われませんので、今後の株価推移を見守りながら検討してまいる所存でありま

す。 

 
(4) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループでは、一段と厳しさを増す経営環境の中、構造改革を加速させ、そ

の実現を推進するとともに、経営の基本方針に則り時流適応業としての使命を果た

し、県下ナンバーワン・チェーンとなることにより、安定的な経営基盤の確立に取

組んでまいります。 

①スーパーマーケット業の既存店の活性化を目的とした効果的な投資の実施及び

小型店運営の抜本的な見直しを推進いたします。 

②不採算店舗のスクラップと店舗網の拡充強化に向けたビルドに努めてまいりま

す。 

③ローコスト経営の具体的な仕組み作りと実践に取組んでまいります。 

④人材開発と育成のプランを導入し、次世代における競争力の確保に努めてまい

ります。 

⑤ＦＳＰ（当社店舗に貢献してくださるお客様に対し、それに見合ったサービス

を提供するシステム）のプロモーション強化と、積極的な販売促進策の展開に

努めてまいります。 

⑥ＣＳ（顧客満足度）の向上を優先課題と位置付け、全社的な取組みを継続して

まいります。 
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(5) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、急激な経営環境の変化に対応するため、コーポレート・ガバナンスを充実し、

経営の意思決定の迅速化、経営の透明性の向上及び企業価値の増大を図ってまいります。 

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

１.会社の機関の内容 

当社は、監査役制度を採用しており、会社の経営上の意思決定、執行等につきまし

ては、取締役会、経営会議、常務会で行っております。取締役会は、社外取締役４名

を含む14名で構成されており、毎月１回開催し、法令で定められた事項や経営上の重

要事項の決議を行っております。経営会議は、役付取締役等から構成されており、毎

月１回開催し、当社及び当社グループの経営方針、経営戦略等重要施策を決議してお

ります。常務会は、役付取締役等から構成されており、毎週１回開催し、業務執行計

画等の重要事項等を決議しております。 

又、監査役会を年６回開催するとともに、監査役全員は取締役会に出席し、常勤監

査役は経営会議及び常務会に出席しており、必要があると認めるときは、それぞれの

会議で意見を述べ、取締役の業務執行の監査を行っております。監査役４名のうち２

名は常勤監査役であり、２名は社外監査役であります。 

２.内部統制システムの整備状況 

当社の内部統制システムとしては、取締役社長直轄であるコンプライアンス室の内

部監査担当が監査計画に従い、事業所等の業務監査を順次実施しております。  
又、当社では、平成16年９月に取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会

を発足させ、原則として３か月に１回、同委員会を開催し、コンプライアンス体制等

の充実強化を図っております。 

３.会計監査の状況 

当社は、「あずさ監査法人」と監査契約を結び会計監査を受けております。当社の

会計監査を執行した公認会計士は次のとおりであります。 

業務を執行した公認会計士の氏名 

公認会計士 三 浦 孝 昭 

公認会計士 奥 平   隆 

公認会計士 野 島   透 

なお、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、会計士補４名、その他１

名であります。 

４.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その

他の利害関係の概要 

社外取締役には、親会社である相模鉄道㈱の代表取締役２名を含む取締役３名が就

任しており、同社との関係については、「親会社等に関する事項」に記載しておりま

す。又、大株主である㈱横浜銀行の代表取締役１名が就任しており、同行とは、借入

金の取引を行っております。 

社外監査役には、親会社である相模鉄道㈱の取締役１名と親会社の子会社である相

鉄不動産㈱の代表取締役が就任しています。相模鉄道㈱との関係については、「親会

社等に関する事項」に記載しております。又、相鉄不動産㈱とは、僅少の取引があり

ます。 

５.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施

状況 

当社はコンプライアンス体制の構築を図るため、昨年４月に「相鉄ローゼン行動基

準」を制定するとともに、ヘルプライン（内部通報制度）を導入しています。 
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当社のコーポレート・ガバナンス体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 親会社等に関する事項 
①親会社等の商号等 

親会社等 属性 
親 会 社 等 の
議決権所有割合

親会社等が発行する株券が
上場されている証券取引所名

相模鉄道株式会社 親会社 53.37％ 
株式会社東京証券取引所 

市場第一部 

②親会社等との関係 

当社は、相模鉄道㈱の子会社であり、同社は、当社の株式を15,215,000株（議決権比率

53.37％）所有しております。 

当社は、相模鉄道㈱とは、商品（バスカード）仕入等の取引を行っております。 

又、同社の子会社及び孫会社との間に一部店舗の建物賃借等の取引をしております。孫

会社である㈱相鉄ビルマネジメントからは、スーパーマーケット業店舗は当社の主力店

舗である三ツ境店、港南台店等９店舗、専門店業店舗はアンジェジョイナス店等４店舗

を、相鉄ムービル内の映画館５館及び本社を賃借しております。子会社である横浜地下

街㈱からは、専門店業店舗であるリリオダイヤモンド店等２店舗を賃借しております。 

なお、建物賃借については、近隣の取引実勢に基づいて価格決定をしております。 

株   主   総   会 

取 締 役 会 
社内取締役(10名) 
社外取締役(４名) 

 

代表取締役 

監査役会 
常勤監査役(２名) 
社外監査役(２名) 

経営会議 
社内取締役(６名) 

コンプライアンス室（内部監査） 

常 務 会 
社内取締役(６名) 

会計監査人 

コンプライアンス委員会 
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経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

① 当連結会計期間の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善と堅調な設備投資に支えられ、景

気は総じて回復基調で推移いたしました。雇用や所得環境は改善傾向にあり、個人消費も緩

やかに増加しております。ただし、原油価格の高騰や今後の公的負担の増加等依然として不

安定な要因を抱えており、予断を許さない状況であります。 

スーパーマーケット業界におきましては、消費者の生活必需品に対する節約志向は強く、

引続き商品単価の下落と企業間競争の激化により厳しい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、新第一次中期経営計画にもとづく構造改革を順次

実施し、経営体質の強化に取組みました。スーパーマーケット業１店舗を開設するとともに、

既存店の活性化と活発な販売活動を実施し、業績の向上に努めました。又、店舗営業力を強

化するため組織改定を実施し、エリア制を導入いたしました。しかしながら、競争の激化や

不採算店舗の閉鎖及び連結子会社相鉄ドラッグ㈱の解散等により、当連結会計年度の売上高

（営業収入を含む）は959億７千５百万円（前年同期比3.5％減）となりました。利益面にお

きましては、売上総利益率の良化と前年同期に実施いたしました希望退職や店舗人員のパー

ト・アルバイト化の推進による人件費の削減等販管費の圧縮に努めました結果、経常利益は

６億１千１百万円（前年同期比43.3％増）、当期純利益は２億３千２百万円（前年同期は12

億８千７百万円の当期純損失）となりました。 

 セグメント別の営業状況は次のとおりであります。 

〔食料品他小売業〕 

食料品他小売業の営業状況は以下のとおりであります。 

スーパーマーケット業 

品質、鮮度のレベルアップを徹底し、おいしさ、安全、安心、健康、簡便、小容量等時流

に適応した商品づくり、活気ある売場づくりに取り組むとともに、明るく元気な接客とクレ

ンリネスの徹底によるＣＳ（顧客満足度）の向上に努めてまいりました。 

期中には、平成17年５月に相鉄線上星川駅前に上星川店（横浜市保土ヶ谷区・売場面積991

㎡）を開設いたしました。既存店においては９店舗の活性化を行い、開店時刻の繰上げと閉

店時刻の繰下げを行う店舗を拡大し、営業力の強化に努めました。又、販売促進策について

は、チラシ販促の見直しと「月曜特価市」を実施し曜日サービスを更に強化いたしました。

ＦＳＰ（当社店舗に貢献してくださるお客様に対し、それに見合ったサービスをするシステ

ム）につきましては、神奈川県内を中心にウェルカムカードメンバー様が60万人を突破いた

しました。ポイント倍増プロモーションも継続し、メンバー様向けサービスの向上と固定客

づくりに取組みました。 

総菜部門は、直営５店舗をはじめ、既存店の売場を充実したことにより、売上高は前年を

上回りました。衣料品部門も冬物衣料品が好調で、順調に推移いたしました。一方、青果部

門は、野菜の相場安による影響を受け、鮮魚部門も曜日サービスを実施しましたが、買上件

数減が響き、売上高は前年を下回りました。家庭用品部門は、売場の縮小等の影響を受けま

した。 

経営効率化のため、不採算店舗の六会店（神奈川県藤沢市）を平成17年４月に、八王子別

所店（東京都八王子市）を平成18年２月に閉鎖いたしました。又、相鉄ドラッグ㈱の運営す

る医薬品部門18店舗を平成17年３月末までに閉鎖いたしました。なお、店舗建替のため、希

望が丘店（横浜市旭区）を平成18年２月28日に閉鎖しました。 

この結果、売上高（営業収入を含む）は前年同期に比べ3.2％減の907億２百万円となりま

した。 

専門店業 

相鉄ジョイナス（横浜市西区）地下１階の改装に伴い、平成17年８月にジョイナス地下店

を閉鎖し、アンジェジョイナス店を10月に、リーシェジョイナス店とボワドゥジュウェジョ
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イナス店を11月に、新たに開設いたしました。又、経営効率化のため、不採算店舗のライフ

店（横浜市瀬谷区）を８月に、トエニー店（横浜市西区）を平成18年２月28日に閉鎖いたし

ました。 

カードメンバー様向けダイレクトメール販促の強化を行い業績の向上に努めましたが、売

場面積の縮小等の影響により、売上高（営業収入を含む）は、前年同期に比べ16.7％減の23

億６百万円となりました。 

食料品他小売業は、この結果、売上高（営業収入を含む）は930億９百万円（前年同期比

3.6％減）、営業利益は６億３千５百万円（前年同期比14.3％増）となりました。 

〔その他の事業〕 

その他の事業の営業状況は以下のとおりであります。 

映画館業 

相鉄ムービルは平成17年３月より５館すべてにおいて大手興行会社と番組編成契約を結

び、「スターウォーズ・エピソード３」、「宇宙戦争」、「ハリーポッターと炎のゴブレット」

等の話題作の上映を行いましたが、その他作品の不振と競合する近隣のシネコンの影響によ

り、売上高（営業収入を含む）は前年同期に比べ4.2％減の10億８千８百万円となりました。 

飲食店業 

積極的な営業活動を行い業績の向上に努めましたが、前年同期に２店舗を閉鎖した影響に

より、売上高（営業収入を含む）は前年同期に比べ15.6％減の２億４千９百万円となりまし

た。 

広告業 

交通広告やイベントを中心に積極的な営業活動を行った結果、売上高は前年同期に比べ

3.8％増の２億３千８百万円となりました。 

不動産賃貸業 

新規テナントの増加が寄与し、営業収入は前年同期に比べ25.0％増の８億４千３百万円と

なりました。 

宝くじ等販売代理業 

宝くじ販売の不振と競合激化の中で１事業所を閉鎖したこともあり、売上高（営業収入を

含む）は前年同期に比べ10.1％減の５億４千５百万円となりました。 

その他の事業は、この結果、売上高（営業収入を含む）は29億６千６百万円（前年同期比

0.7％増）、営業利益は１億６千２百万円（前年同期比178.4％増）となりました。 

 

② 次期の見通し 
次期の経済見通しにつきましては、景気の回復基調を背景に、全産業ベースではデフレ経

済からの脱却も近づき安定した上昇が予測されます。しかしながら、将来の税制や年金に対

する先行き不安感から、消費マインドが力強さを回復するには、まだしばらく時間がかかる

ものと考えられます。 

小売業においては、消費の二極化傾向も見えはじめ、ライフスタイルの多様化を見据え消

費者ニーズを的確にとらえた対応が更に求められます。これらの要因に加えて、業種間競争

の激化、異業種の参入も相次ぎ、小売業を取り巻く環境は、引続き厳しい状況が予想されま

す。 

このような環境のもと、当社グループはスクラップ・アンド・ビルドや店舗改装を積極的

に実施するとともに、生鮮食品の競争力と販売促進策の強化を実施し、既存店の活性化を推

進いたします。又、更なるローコスト経営を目指し経費構造の見直しを図るとともに、不採

算店舗の閉鎖、組織の活性化と人材育成を目的とする新人事制度の導入等、引続き新第一次

中期経営計画にもとづく構造改革に取組み安定した経営基盤の確立に努めてまいります。 

スーパーマーケット業につきましては、１店舗の建替えと７店舗の活性化を実施するとと

もに、生鮮食品を中心に品質と鮮度の強化、少子高齢化、核家族化に対応した「個食」、「バ

ラ販売」の拡大、又、「食育」についても積極的に推進し、バランスが取れた食生活を提案

してまいります。更に、ＦＳＰメンバー様のお買い上げデータを活用し、地域に密着したス
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ーパーマーケットとしてお客様のニーズに対応した品揃えを行い、集客と収益の向上を図っ

てまいります。 

専門店業につきましては、１店舗の改装を実施するとともに、各店が個性を生かしたＭＤ

の再構築に取組み、服飾、雑貨カテゴリーの強化、充実を図ってまいります。 

映画館業につきましては、環境の著しい変化により業績の改善が見込めないことから、相

鉄ムービル内の当社映画館５館を平成18年５月31日に閉鎖いたします。なお、１０９シネマ

ズＭＭ横浜（当社20％出資）は、引続き資本参加してまいります。 

飲食店業につきましては、１店舗の改装を実施するとともにメニューや提供方法の見直し

に積極的に取り組んでまいります。 

以上により、次期の業績につきましては、売上高（営業収入を含む）940億円（前年同期

比2.1％減）、営業利益９億円（前年同期比9.8％増）、経常利益６億８千万円（前年同期比

11.3％増）、当期純利益２億６千万円（前年同期比12.1％増）を見込んでおります。 

 
(2) 財政状態 
当連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況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」は、減価償却費11億３千１百万円、税金等調整前

当期純利益４億８千１百万円、たな卸資産の減少による資金回収３億４千３百万円を主なも

のとして19億６千６百万円となり、前年同期に比べ35億１千７百万円増加しました。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、差入保証金・敷金返還による収入10億３千２

百万円、投資有価証券の売却による収入２億５千６百万円等がありましたが、有形固定資産

の取得による支出11億３千４百万円、投資有価証券の取得による支出３億８千万円、差入保

証金・敷金差入による支出２億１千４百万円等により３億６千５百万円の流出となり、前年

同期に比べ１６億２千３百万円支出が減少しました。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入金の返済による支出11億８千４百万

円、利息及び配当金の支払額３億９千２百万円、短期借入金の返済５千万円により16億２千

８百万円の流出となり、前年同期に比べ48億２千３百万円支出が増加しました。 

以上の結果、当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、前

年同期に比べ２千８百万円減少し、49億２千６百万円となりました。 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は、次のとおりであります。 

 平成15年２月期 平成16年２月期 平成17年２月期 平成18年２月期 
株 主 資 本 比 率（％） 26.7 26.4 23.9 24.3 

時価ベースの株主資本比率（％） 32.9 39.2 35.8 34.4 

債 務 償 還 年 数（年） 13.4 7.0(13.5) ― 9.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 5.2 8.3( 4.3) ― 7.9 

※ 株主資本比率：株主資本／総資産 
時価ベースの株主資本比率：株主時価総額／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
２．株主時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出し
ております。 

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッ
シュ・フロー」を使用しております。 

４．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオの（ ）内は、期末日が金融機関
休業日であった影響を除いた数値を記載しております。 

５．平成17年２月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッ
シュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 
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(3) 事業等のリスク 
文中における将来に関する事項は、当連結会計期間現在において当社が判断したもの

であります。 

①競合について 

当社グループは、主力のスーパーマーケット業店舗のドミナントエリア（店舗数を政

策的に集中配置してシェアの高いエリア）を神奈川県東部とし、神奈川県及び東京都町

田市といった人口の密集する地域に59店舗展開しております。これらの地域は、スーパ

ーマーケットをはじめ、総合スーパーと呼ばれるＧＭＳや1,000㎡以下の小型食料品ス

ーパーマーケットが多数出店しております。 

又、コンビニエンスストア、百貨店、ドラッグストア、ディスカウントストア、ホー

ムセンター等の競合する商品を取扱う異業種の店舗も多数出店しております。 

競合店の出店は、主に客数の減少につながり、店舗の業績悪化の要因となっておりま

す。 

又、まちづくり三法（中心市街地活性化法，大店立地法，改正都市計画法）の改正に

伴い、郊外立地の大型店舗の出店が規制されることにより、中心市街地での競争が激し

さを増すことも予測され、当社グループの既存店に少なからず影響を及ぼす可能性があ

ります。 

②食料品の安全性について 

当社グループの売上高は、８割以上が食料品によるものでありますので、「食品安全

委員会」を設置し、当社グループが販売する食料品の安全に関する基本方針と具体的な

行動方針を定め、食料品の安全性に日頃より十分な注意を払い、食中毒の未然防止、商

品の検査体制の充実に努めております。又、重大な食品事故等緊急時の組織的対応につ

いて、検討を行っております。 

今後、ＢＳＥや鳥インフルエンザ等が発生したりすることにより、消費者の食料品に

対する不安感が高まり、売上高にマイナスの影響が出ることもあります。 

③お客様の個人情報について 

当社グループは、ＦＳＰによるウェルカムカードの発行等を通じて、お客様の個人情

報を数多く収集しております。「個人情報の保護に関する法律」の完全施行に伴い、当

グループではプライバシー・ポリシー（個人情報保護方針）、個人情報保護規程を策定

し、個人情報の管理及び保護に努めております。 

今後、お客様の個人情報の流出により問題が発生した場合には、損害賠償による費用

の発生や、社会的信用の失墜による売上高の減少が考えられ、その後の事業展開、業績

等に影響が及ぶことが予想されます。 

④大規模小売店舗立地法について 

当社グループが今後出店並びに増床を予定している店舗については、「大店立地法」に

よる規制を受けております。 

「大店立地法」は、売場面積1,000㎡超の新規出店や既存店舗の増床等について、騒音、

交通渋滞、ごみ処理問題などから、出店近隣住民の住環境保全のために都道府県又は政

令指定都市が一定の審査を行い規制するものでありますので、1,000㎡超の大型店舗を

新規出店・増床する場合、当社グループの時間、費用等の負担が増加し、計画どおりの

出店ができない場合には、今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤異常気象・自然災害について 

小売業界は気象条件や自然災害の影響を受けやすい特性があります。長雨や暖冬、大

雪等の異常気象が続いた場合や台風、大地震等が発生した場合は、客数が減少するとと

もに、計画どおりの商品仕入れ、販売が不可能となり、今後の業績に影響を及ぼす可能

性があります。 
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連結貸借対照表         
 

 

  
前連結会計年度 

(平成17年２月28日) 

当連結会計年度 

(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金  4,472 3,825

２ グループ預け金 ※１ 831 1,336

３ 受取手形及び売掛金  969 960

４ たな卸資産  2,702 2,358

５ 繰延税金資産  191 228

６ その他  2,324 2,060

貸倒引当金  △0 △0

流動資産合計  11,492 23.4 10,767 22.9

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産  

(1) 建物及び構築物  21,846 21,558

減価償却累計額  13,722 8,124 13,955 7,603

(2) 機械装置及び運搬具  3,199 3,129

減価償却累計額  2,127 1,072 2,166 963

(3) 土地 ※２ 9,090 9,090

(4) 建設仮勘定  43 7

(5) その他  6,984 6,697

減価償却累計額  5,826 1,158 5,679 1,018

有形固定資産合計  19,488 39.6 18,682 39.8

２ 無形固定資産  392 0.8 321 0.7

３ 投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 ※３ 853 1,339

(2) 繰延税金資産  3,650 3,375

(3) 長期差入保証金  7,853 7,590

(4) 敷金  3,694 3,793

(5) その他  1,788 1,099

貸倒引当金  △2 △2

投資その他の資産合計  17,837 36.2 17,195 36.6

固定資産合計  37,718 76.6 36,200 77.1

資産合計  49,210 100.0 46,967 100.0
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前連結会計年度 

(平成17年２月28日) 

当連結会計年度 

(平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１ 買掛金  4,948 4,490

２ 短期借入金  6,850 6,800

３ 一年内返済長期借入金  1,184 2,086

４ 未払法人税等  64 179

５ 未払消費税等  144 160

６ 賞与引当金  364 343

７ その他 ※３ 3,266 2,399

流動負債合計  16,822 34.2 16,458 35.0

Ⅱ 固定負債  

１ 長期借入金  12,608 10,521

２ 再評価に係る 
繰延税金負債 

※２ 226 774

３ 繰延税金負債  ─ 1

４ 退職給付引当金  7,039 6,927

５ 役員退職慰労引当金  164 186

６ その他  376 405

固定負債合計  20,414 41.5 18,817 40.1

負債合計  37,237 75.7 35,276 75.1

  

(少数株主持分)  

少数株主持分  234 0.5 273 0.6

  

(資本の部)  

Ⅰ 資本金  5,310 10.8 5,310 11.3

Ⅱ 資本剰余金  4,510 9.2 4,510 9.6

Ⅲ 利益剰余金  1,498 3.0 1,587 3.4

Ⅳ 土地再評価差額金 ※２ 330 0.7 △217 △0.5

Ⅴ その他有価証券評価差額金  119 0.2 260 0.6

Ⅵ 自己株式 ※４ △31 △0.1 △33 △0.1

資本合計  11,738 23.8 11,417 24.3

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 49,210 100.0 46,967 100.0
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連結損益計算書         

 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  96,193 100.0 92,409 100.0

Ⅱ 売上原価  69,275 72.0 66,328 71.8

売上総利益  26,918 28.0 26,080 28.2

Ⅲ 営業収入 ※１ 3,224 3.3 3,566 3.9

営業総利益  30,143 31.3 29,646 32.1

Ⅳ 販売費及び一般管理費  

１ 従業員等給料手当  12,783 11,979

２ 賞与引当金繰入額  364 343

３ 役員退職慰労 
引当金繰入額 

 38 36

４ 退職給付費用  491 571

５ 水道光熱費  1,904 1,890

６ 委託費  2,803 3,180

７ 賃借料  4,812 4,694

８ 減価償却費  1,361 1,122

９ その他  4,924 29,484 30.6 5,006 28,825 31.2

営業利益  659 0.7 820 0.9

Ⅴ 営業外収益  

１ 受取利息  32 27

２ 受取配当金  7 7

３ 受取賃貸料  29 ─

４ 受取業務受託料  14 5

５ 受取保険料  ─ 24

６ 雑収入  47 131 0.1 31 98 0.1

Ⅵ 営業外費用  

１ 支払利息  283 279

２ シンジケートローン 
  手数料 

 40 ─

３ 雑支出  39 363 0.4 27 307 0.3

経常利益  426 0.4 611 0.7
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前連結会計年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅶ 特別利益  

１ 受入途中解約違約金  106 ─

２ 投資有価証券売却益  68 175 0.2 123 123 0.1

Ⅷ 特別損失  

１ 減損損失 ※２ 1,307 59

２ 特別退職金 ※３ 684 ─

３ 固定資産売却損 ※４ 286 ─

４ 事業撤退損 ※５ 114 ─

５ 固定資産除却損 ※６ 108 178

６ 親会社株式売却損  15 ─

７ 関係会社整理損 ※７ ─ 3

８ 投資有価証券売却損  ─ 1

９ その他の特別損失  16 2,534 2.6 10 253 0.3

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失(△) 

 △1,931 △2.0 481 0.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 58 69

法人税等調整額  △747 △689 △0.7 140 209 0.2

少数株主利益  46 0.0 40 0.0

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

 △1,287 △1.3 232 0.3
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連結剰余金計算書 
  

  
前連結会計年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  4,510 4,510

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１ 自己株式処分差益  0 0 ─ ─

Ⅲ 資本剰余金減少高  

１ 自己株式処分差損  ─ ─ 0 0

Ⅳ 資本剰余金期末残高  4,510 4,510

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  2,963 1,498

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 当期純利益  ─ ─ 232 232

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金  143 143

２ 役員賞与  30 ─

(取締役賞与)  (26) (─)

(監査役賞与)  (3) (─)

３ 当期純損失  1,287 ─

４ 土地再評価差額金 
  取崩額 

 4 1,465 ─ 143

Ⅳ 利益剰余金期末残高  1,498 1,587
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連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益又は税金等調整
前当期純損失(△) 

 △1,931 481 

減価償却費  1,372 1,131 

減損損失  1,307 59 

退職給付引当金の増減額  △1,592 △111 

役員退職慰労引当金の増減額  △73 21 

賞与引当金の増減額  △40 △21 

受取利息及び受取配当金  △39 △35 

支払利息  283 279 

投資有価証券の売却損益  △68 △121 

有形固定資産の除売却損  371 191 

事業撤退損  114 ─ 

親会社株式売却損  15 ─ 

関係会社整理損  ─ 3 

売上債権の増減額  12 9 

たな卸資産の増減額  203 343 

仕入債務の増減額  △639 △458 

未払消費税等の増減額  21 15 

預り保証金・敷金の増減額  △27 28 

役員賞与の支払額  △30 ─ 

未収入金の増減額  △7 253 

未払金の増減額  △388 △118 

預り金の増減額  △7 △7 

貸倒引当金の増減額  ─ 0 

その他  △52 15 

小計  △1,197 1,961 

法人税等の支払額  △353 4 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,551 1,966 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー    

利息及び配当金の受取額  10 10 

定期預金の払戻による収入  ─ 115 

投資有価証券の取得による支出  △330 △380 

投資有価証券の売却による収入  269 256 

有価証券償還による収入  60 ─ 

親会社株式売却による収入  184 ─ 

有形固定資産の取得による支出  △1,311 △1,134 

有形固定資産の売却による収入  11 0 

有形固定資産の除却による支出  △33 △32 

無形固定資産の取得による支出  △122 ─ 

差入保証金・敷金差入による支出  △1,376 △214 

差入保証金・敷金返還による収入  792 1,032 

その他投資の増減額  △121 △17 

その他  △21 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,989 △365 
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前連結会計年度 

(自平成16年３月１日 
至平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自平成17年３月１日 
至平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー    

利息の支払額  △252 △249 

短期借入金の純増減額  ─ △50 

長期借入による収入  7,000 ─ 

長期借入金の返済による支出  △1,187 △1,184 

転換社債償還による支出  △2,219 ─ 

配当金の支払額  △143 △143 

その他  △3 △2 

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,194 △1,628 

Ⅳ現金及び現金同等物に係わる換算差額  ─ ─ 

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額  △345 △28 

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  5,299 4,954 

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,954 4,926 

    
 
 



決算短信（連結） 

─ 17 ─ 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事項 子会社は、全て連結しております。 

子会社は、相鉄フードサービス㈱、㈱

相商、相鉄ドラッグ㈱、㈱相販、㈱葉

山ボンジュール及び相栄フーズ㈱の６

社であります。 

子会社は、全て連結しております。 

子会社は、相鉄フードサービス㈱、㈱

相商、㈱相販、㈱葉山ボンジュール及

び相栄フーズ㈱の５社であります。 

なお、相鉄ドラッグ㈱は、清算結了し

たことにより連結の範囲から除外して

おります。 

２ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち相鉄フードサービス

㈱、㈱相商、相鉄ドラッグ㈱、㈱相販

及び㈱葉山ボンジュールの決算日は１

月31日であり、連結財務諸表の作成に

あたっては、同日現在の財務諸表を使

用しております。 

なお、相栄フーズ㈱の決算日は、連結

決算日と一致しております。 

連結子会社のうち相鉄フードサービス

㈱、㈱相商、㈱相販及び㈱葉山ボンジ

ュールの決算日は１月31日であり、連

結財務諸表の作成にあたっては、同日

現在の財務諸表を使用しております。

なお、相栄フーズ㈱の決算日は、連結

決算日と一致しております。 

３ 会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

  有価証券 

   満期保有目的の債券 

    償却原価法 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

  有価証券 

   満期保有目的の債券 

    同左 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

    同左 

 

 

 

 

    時価のないもの 

     同左 

   たな卸資産 

   商品については、主に売価還元

法に基づく原価法 

  たな卸資産 

   同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

  有形固定資産 

   主に、定額法 

   なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、主に法人税法に規定

する方法と同一の基準によって

おります。又、取得価額が10万

円以上20万円未満の減価償却資

産については、３年間で均等償

却をしております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

  有形固定資産 

   同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

   無形固定資産 

   定額法 

   なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。ただし、

無形固定資産のうち自社利用の

ソフトウェアについては、社内

における利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっておりま

す。 

  無形固定資産 

   同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

  貸倒引当金 

   同左 

   賞与引当金 

   従業員の賞与支給に充てるた

め、支給見込額のうち当連結会

計年度に対応する額を計上して

おります。 

  賞与引当金 

   同左 

   退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（２年）

による按分額を費用処理してお

ります。 

   数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間（15年）による定額法

により、発生の翌連結会計年度

から費用処理をすることとして

おります。 

  退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

   数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間（15年）による定額法

により、発生の翌連結会計年度

から費用処理をすることとして

おります。 

   役員退職慰労引当金 

   連結財務諸表提出会社及び一部

の子会社は、役員の退職慰労金

支給に充てるため、内規に基づ

く要支給額を計上しておりま

す。 

  役員退職慰労引当金 

   同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

(4) 重要なリース取引の処理方法 

   同左 

 (5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

  消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

(5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   同左 

４ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法によっており

ます。 

   同左 

５ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定の償却については、５年

間の均等償却を行っております。 

───── 

６ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

   同左 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。

   同左 

 
 



決算短信（連結） 

─ 20 ─ 

会計方針の変更 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６号）が平成16年３月

31日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から

適用できることとなったことに伴い、当連結会計年度か

ら同会計基準及び同適用指針を適用しております。これ

により税金等調整前当期純損失に与える影響額は、

1,307百万円であります。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除してお

ります。 

────────── 

 

表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

────────── (損益計算書) 

前連結会計年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表

示しておりました「受取保険料」については、営業外収

益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度よ

り区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「受

取保険料」は9百万円であります。 

 

追加情報 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

────────── 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」(平成16年２月13日 企業会計基

準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割を販売費及び一般管理費に82百万

円計上しております。 
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注 記 事 項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 

(平成17年２月28日) 

当連結会計年度 

(平成18年２月28日) 

※１ グループ預け金 

親会社（相模鉄道㈱）を核とした相鉄グループ内

の資金を一元化し、効率的に活用することを目的

として相鉄ビジネスサービス㈱（親会社の全額出

資会社）に対して預け入れた額であります。 

※１ グループ預け金 

親会社（相模鉄道㈱）を核とした相鉄グループ内

の資金を一元化し、効率的に活用することを目的

として相鉄ビジネスサービス㈱（親会社の全額出

資会社）に対して預け入れた額であります。 

※２ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、再評価差額に係る税金相当額を「再評

価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

再評価差額からこれを控除した金額を「土地再評

価差額金」として資本の部に計上しております。

※２ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、再評価差額に係る税金相当額を「再評

価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

再評価差額からこれを控除した金額を「土地再評

価差額金」として資本の部に計上しております。

 (1) 再評価を行った年月日 

    平成13年２月28日 

 (1) 再評価を行った年月日 

    平成13年２月28日 

 (2) 同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

   「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地

価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を

算定するために国税庁長官が定めて公表した方法

により算定した価額に合理的な調整(奥行価格補

正等)を行って算定。 

 (2) 同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

   「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地

価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を

算定するために国税庁長官が定めて公表した方法

により算定した価額に合理的な調整(奥行価格補

正等)を行って算定。 

 (3) 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当連結会計年度末における時価の合計額と当該

事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差

額               2,127百万円 

 (3) 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当連結会計年度末における時価の合計額と当該

事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差

額               2,303百万円 

※３ 担保資産 

 (1) 担保に供している資産 

投資有価証券 49百万円
 

※３ 担保資産 

 (1) 担保に供している資産 

投資有価証券 51百万円
 

 (2) 上記に対応する債務 

流動負債 

「その他」（預り金） 
66百万円

  (注) 前払式証票の規則等に関する法律に基づき法

務局へ供託している資産に対応するものであ

ります。 

 (2) 上記に対応する債務 

流動負債 

「その他」（預り金） 
64百万円

  (注) 前払式証票の規則等に関する法律に基づき法

務局へ供託している資産に対応するものであ

ります。 

※４ 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数 

普通株式 52,352株
 

※４ 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数 

普通株式 56,264株
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(連結損益計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 主なものは、当社向け物流センターの商品運搬手

数料であります。 

※１    同左 

※２ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは、以下

のとおり減損損失を計上いたしました。 

 (1) 減損損失を認識した主な資産 

大和店、宮下店、羽鳥店の店舗建物等 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯 

営業損益が悪化し短期的な業績回復が見込まれな

いことにより、減損損失を認識しております。 

 (3) 減損損失の金額 

建物及び構築物 1,031百万円

機械装置及び運搬具 152百万円

その他の有形固定資産 46百万円

無形固定資産 77百万円

合計 1,307百万円

 (4) 資産のグルーピングの方法 

店舗及び事業所ごとなど、管理会計上の区分に従

いグルーピングしております。 

 (5) 回収可能価額の算定方法 

回収可能価額として使用価値及び正味売却価額を

適用しております。 

使用価値の算定に当たっては、将来キャッシュ・

フローを4.5％で割り引いて算定しております。 

又、正味売却価額の算定に当たっては、固定資産

税評価額または路線価に合理的な調整を行って算

出した金額を使用しております。 

※２ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは、以下

のとおり減損損失を計上いたしました。 

 (1) 減損損失を認識した主な資産 

相鉄ムービルの建物設備及び㈱葉山ボンジュール

の店舗建物等 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯 

資産又は資産グループが使用されている事業の撤

退が決定したため、又、営業損益が悪化し短期的

な業績回復が見込まれないことにより減損損失を

認識しております。 

 (3) 減損損失の金額 

建物及び構築物 24百万円

機械装置及び運搬具 19百万円

その他の有形固定資産 13百万円

無形固定資産 2百万円

合計 59百万円

 (4) 資産のグルーピングの方法 

店舗及び事業所ごとなど、管理会計上の区分に従

いグルーピングしております。 

 (5) 回収可能価額の算定方法 

回収可能価額として使用価値及び正味売却価額を

適用しております。 

使用価値の算定に当たっては、将来キャッシュ・

フローを4.5％で割り引いて算定しております。 

又、正味売却価額の算定に当たっては、固定資産

税評価額または路線価に合理的な調整を行って算

出した金額を使用しております。 

※３ 特別退職金は、当社における希望退職者に対する

特別退職金であります。 

※３     ――― 

※４ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 231百万円

機械装置及び運搬具 36百万円

土地 1百万円

その他 17百万円

合計 286百万円
 

※４     ――― 

※５ 事業撤退損は相鉄ドラッグ㈱の医薬品等販売事業

の撤退に伴うものです。 

※５     ――― 

※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 46百万円

機械装置及び運搬具 2百万円

その他 60百万円

合計 108百万円
 

※６ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 103百万円

機械装置及び運搬具 16百万円

その他 57百万円

合計 178百万円
 

※７     ――― ※７ 関係会社整理損は、連結子会社である相鉄ドラッ

グ㈱の清算に伴うものであります。 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金 4,472百万円

グループ預け金 831百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △350百万円

現金及び現金同等物 4,954百万円
  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金 3,825百万円

グループ預け金 1,336百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △235百万円

現金及び現金同等物 4,926百万円
 

 
リース取引関係 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 

減価償却累計
額相当額 

期末残高 
相当額 

機械装置 446百万円 271百万円 175百万円

工具器具備品 616百万円 297百万円 319百万円

ソフトウェア 30百万円 20百万円 10百万円

合計 1,094百万円 588百万円 505百万円
 

 
取得価額 
相当額 

減価償却累計
額相当額 

期末残高 
相当額 

機械装置 419百万円 221百万円 197百万円

車両運搬具 4百万円 1百万円 2百万円

工具器具備品 650百万円 339百万円 310百万円

ソフトウェア 11百万円 4百万円 6百万円

合計 1,085百万円 567百万円 517百万円
 

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 176百万円

１年超 329百万円

合計 505百万円

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 186百万円

１年超 330百万円

合計 517百万円

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 321百万円

減価償却費相当額 321百万円
 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 208百万円

減価償却費相当額 208百万円
 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

   同左 
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有 価 証 券 関 係 

前連結会計年度(平成17年２月28日) 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額を超
えるもの 

(1) 国債・地方債等 59 60 0 

合計 59 60 0 
 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

(1) 株式 483 698 214 

(2) その他 35 35 0 

小計 518 733 214 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

   

(1) 株式 23 18 △4 

(2) その他 19 16 △3 

小計 43 35 △7 

合計 561 768 206 

 

３ 当期中に売却したその他有価証券 
 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

453 68 15 
 
 

４ 時価評価されていない主な有価証券 
 

 
連結決算日における連結 
貸借対照表計上額 (百万円)

(1) その他有価証券  

非上場株式(店頭売買株式を除く) 24 
 
 

５ 満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成17年２月28日現在) 
 

 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券 

(1) 国債・地方債等 ─ 60 ─ ─ 

合計 ─ 60 ─ ─ 
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当連結会計年度(平成18年２月28日) 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額を超
えないもの 

(1) 国債・地方債等 59 59 △0 

合計 59 59 △0 
 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

(1) 株式 550 1,001 451 

(2) その他 35 35 0 

小計 585 1,036 451 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

   

(1) 株式 ─ ─ ─ 

(2) その他 19 18 △1 

小計 19 18 △1 

合計 605 1,054 449 

 

３ 当期中に売却したその他有価証券 
 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

256 123 1 
 
 
４ 時価評価されていない主な有価証券 

 

 
連結決算日における連結 
貸借対照表計上額 (百万円)

(1) 満期保有目的の債券  

非上場債券 200 

(2) その他有価証券  

非上場株式 24 

合計 224 
 
 

５ 満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成18年２月28日現在) 
 

 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券 

(1) 国債・地方債等 ─ 60 ─ ─ 

(2) その他 ─ ─ ─ 200 

合計 ─ 60 ─ 200 
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デ リバティブ取引関係 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 
 

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。 
 

 
退 職 給 付 関 係 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

又、従業員の退職等に対して割増退職金を支払う場合があります。 

 
２ 退職給付債務に関する事項(平成17年２月28日) 

① 退職給付債務 △8,490百万円 

② 年金資産 1,499百万円 

③ 未積立退職給付債務 △6,990百万円 

④ 未認識数理計算上の差異 △48百万円 

⑤ 未認識過去勤務債務 ― 

⑥ 連結貸借対照表計上額純額 △7,039百万円 

⑦ 前払年金費用 ― 

⑧ 退職給付引当金 △7,039百万円 

(注) 当社は退職給付債務の算定にあたり原則法を採用し、連結子会社は簡便法を採用しております。 

 
３ 退職給付費用に関する事項(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

① 勤務費用 

② 利息費用 

③ 期待運用収益 

④ 数理計算上の差異の費用処理額 

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 

⑥ 特別退職金 

450百万円 

189百万円 

△11百万円 

14百万円 

△138百万円 

684百万円 

⑦ 退職給付費用 1,189百万円 

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「①勤務費用」に計上しております。 

 
４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

② 割引率 2.0％ 

③ 期待運用収益率 1.0％ 

④ 過去勤務債務の額の処理年数 ２年 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 15年 

 (各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理する方法) 
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当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

又、従業員の退職等に対して割増退職金を支払う場合があります。 

 
２ 退職給付債務に関する事項(平成18年２月28日) 

① 退職給付債務 △8,441百万円 

② 年金資産 1,877百万円 

③ 未積立退職給付債務 △6,564百万円 

④ 未認識数理計算上の差異 △363百万円 

⑤ 連結貸借対照表計上額純額 △6,927百万円 

⑥ 退職給付引当金 △6,927百万円 

(注) 当社は退職給付債務の算定にあたり原則法を採用し、連結子会社は簡便法を採用しております。 

 
３ 退職給付費用に関する事項(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

① 勤務費用 

② 利息費用 

③ 期待運用収益 

④ 数理計算上の差異の費用処理額 

424百万円 

159百万円 

△13百万円 

1百万円 

⑤ 退職給付費用 571百万円 

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「①勤務費用」に計上しております。 

 
４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

② 割引率 2.0％ 

③ 期待運用収益率 1.0％ 

④ 数理計算上の差異の処理年数 15年 

 (各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理する方法) 
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税効果会計関係 

 
 

前連結会計年度 

(平成17年２月28日) 

当連結会計年度 

(平成18年２月28日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (繰延税金資産) 

 退職給付引当金繰入限度超過額 2,469百万円

 役員退職慰労引当金 66百万円

 税務上の繰越欠損金 778百万円

 賞与引当金繰入限度超過額 148百万円

 未払事業所税 28百万円

 減損損失 531百万円

 その他 99百万円

  繰延税金資産小計 4,122百万円

 評価性引当額 △195百万円

  繰延税金資産合計 3,926百万円

 (繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 △84百万円

  繰延税金負債合計 △84百万円

  繰延税金資産 
  (又は負債)の純額 3,842百万円
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (繰延税金資産) 

 退職給付引当金繰入限度超過額 2,613百万円

 役員退職慰労引当金 75百万円

 税務上の繰越欠損金 548百万円

 賞与引当金繰入限度超過額 139百万円

 未払事業所税 29百万円

 減損損失 399百万円

 その他 121百万円

  繰延税金資産小計 3,928百万円

 評価性引当額 △142百万円

  繰延税金資産合計 3,785百万円

 (繰延税金負債) 

 その他有価証券評価差額金 △183百万円

  繰延税金負債合計 △183百万円

  繰延税金資産 
  (又は負債)の純額 3,602百万円
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

  税金等調整前当期純損失を計上しているため記載し

ておりません。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整) 

交際費等永久に損金に算入され 
ない項目 

3.2％

住民税均等割等 13.3％

子会社の税務上の繰越欠損金 △15.8％

その他 2.2％

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

43.5％
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 セグメント情報 

（事業の種類別セグメント情報） 

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

 

 
食料品他小売業
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 96,473 2,944 99,418 ─ 99,418 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

0 91 92 (92) ─ 

計 96,474 3,036 99,510 (92) 99,418 

営業費用 95,918 2,977 98,896 (136) 98,759 

営業利益 556 58 614 44 659 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 
  損失及び資本的支出 

     

資産 38,769 1,605 40,375 8,834 49,210 

減価償却費 1,276 95 1,372 ─ 1,372 

減損損失 1,254 52 1,307 ─ 1,307 

資本的支出 1,662 210 1,873 ─ 1,873 

(注) １ 事業区分の方法は、当会社グループが採用している売上集計区分によっております。 

２ Ⅰの売上高には、営業収入を含んでおります。 

３ 食料品他小売業は、食料品を主に、衣料品、家庭用品等の販売を行うスーパーマーケット業、女性衣料

の販売を行う専門店業であります。 

４ その他事業は、映画館業、飲食店業、広告業、不動産賃貸業、宝くじ等販売代理業であります。 

５ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は8,834百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金(現金及び預金)、税効果会計の適用による繰延税金資産であります。 

６ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 
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当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

 

 
食料品他小売業
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 93,009 2,966 95,975 ─ 95,975 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

0 89 89 (89) ─ 

計 93,009 3,055 96,064 (89) 95,975 

営業費用 92,373 2,892 95,266 (111) 95,154 

営業利益 635 162 798 22 820 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 
  損失及び資本的支出 

     

資産 35,657 2,416 38,073 8,894 46,967 

減価償却費 1,059 71 1,131 ─ 1,131 

減損損失 32 26 59 ─ 59 

資本的支出 462 2 464 ─ 464 

(注) １ 事業区分の方法は、当会社グループが採用している売上集計区分によっております。 

２ Ⅰの売上高には、営業収入を含んでおります。 

３ 食料品他小売業は、食料品を主に、衣料品、家庭用品等の販売を行うスーパーマーケット業、女性衣料

の販売を行う専門店業であります。 

４ その他事業は、映画館業、飲食店業、広告業、不動産賃貸業、宝くじ等販売代理業であります。 

５ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は8,894百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金(現金及び預金)、税効果会計の適用による繰延税金資産であります。 

６ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

 

（所在地別セグメント情報） 

前連結会計年度及び当連結会計年度については、連結会社は全て本国内所在であり、重要な在

外支店もありませんので記載事項はありません。 

 
（海外売上高） 

前連結会計年度及び当連結会計年度については、該当事項はありません。 
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販 売 の 状 況 

 
 当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 売上高(百万円) 前年同期比(％) 

食料品他小売業 93,009 △3.6 

スーパーマーケット業 90,702 △3.2 

専門店業 2,306 △16.7 

その他の事業 2,966 0.7 

映画館業 1,088 △4.2 

飲食店業 249 △15.6 

広告業 238 3.8 

不動産賃貸業 843 25.0 

宝くじ等販売代理業 545 △10.1 

合計 95,975 △3.5 

(注) １ 売上高には、営業収入を含んでおり、又、消費税等は含まれておりません。 

２ セグメント間の取引は消去しております。 

 
仕 入 実 績 

 当連結会計年度における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

食料品他小売業 78,435 △4.6 

スーパーマーケット業 77,045 △4.3 

専門店業 1,390 △15.6 

その他の事業 1,197 △6.4 

映画館業 586 △7.3 

飲食店業 167 △3.1 

広告業 181 6.2 

宝くじ等販売代理業 262 △13.5 

合計 79,633 △4.6 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 不動産賃貸業の販売実績は全額営業収入でありますので、仕入実績はありません。 

 



決算短信（連結） 

─ 32 ─ 

関連当事者との取引 
前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

 

１ 兄弟会社等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の
被所有割合
(％) 役員の 

兼務等 
事業上
の関係

取引の内容 
取引金額
(百万円)

科目 
期末残高
(百万円)

1,409 未払金 124

230 前払費用 36

189
差入保証

金 
2,123

親会社
の子会
社 

㈱相鉄ビ
ルマネジ
メント 

横浜市 
西区 40 

不動産賃貸
業 

─ ─ 
建物賃借
他 

営業取
引 

建物賃
借他 

76 敷金 843

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

建物賃借については、近隣の取引実勢に基づいて、価格決定をしております。 

 

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

１ 兄弟会社等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の
被所有割合
(％) 役員の 

兼務等 
事業上
の関係

取引の内容 
取引金額
(百万円)

科目 
期末残高
(百万円)

1,621 未払金 126

468 前払費用 42

334
差入保証

金 
1,788

親会社
の孫会
社 

㈱相鉄ビ
ルマネジ
メント 

横浜市 
西区 

40 
不動産賃貸
業 

─ ─ 
建物賃借
他 

営業取
引 

建物賃
借他 

157 敷金 946

親会社
の子会
社 

相鉄ビジ

ネスサー

ビス㈱ 

横浜市 
西区 

30 
財務処理業

務等の代行

他 

─ 
兼任 

１名 
─ 

営業外

取引 

グルー

プ預け

金の利

息の受

取 

1
グループ

預け金 
1,336

(注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。 

取引条件ないし取引条件の決定方針等 

１ ㈱相鉄ビルマネジメントに対する建物賃借については、近隣の取引実勢に基づいて、価格決定をしてお

ります。 

２ 相鉄ビジネスサービス㈱に対するグループ預け金については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定

しております。なお、担保は受け入れておりません。 

 


