
  

平成19年２月期　　個別財務諸表の概要
平成19年４月13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

コード番号 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）319－7081
決算取締役会開催日 平成19年４月13日 配当支払開始予定日 平成19年５月25日
定時株主総会開催日 平成19年５月24日 単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）

１．19年２月期の業績（平成18年３月１日～平成19年２月28日）
(1）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 ％

19年２月期 91,163 △3.7 797 21.4 605 30.2
18年２月期 94,676 △3.5 657 19.9 465 31.4

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年２月期 195 41.6 6 81  ─ 1.8 1.4 0.7
18年２月期 137 ─ 4 81  ─ 1.2 1.0 0.5

（注）①期中平均株式数 19年２月期 28,630,244株 18年２月期 28,634,770株

②会計処理の方法の変更 有

③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）財政状態  

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

19年２月期 42,868 11,143 26.0 389 24
18年２月期 45,443 11,120 24.5 388 39

（注）①期末発行済株式数 19年２月期 28,627,614株 18年２月期 28,632,906株

②期末自己株式数 19年２月期 61,556株 18年２月期 56,264株

２．20年２月期の業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29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 46,300 230 50
通期 93,700 580 200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　６円99銭

３．配当状況
・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額

(百万円)
配当性向
（％）

純資産配当
率（％）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年２月期 ― 2.5 ― 2.5 ― 5.0 143 104.0 1.3

19年２月期 ― 2.5 ― 2.5 ― 5.0 143 73.4 1.3

20年２月期（予想） ― 2.5 ― 2.5 ― 5.0    

※　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。
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個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年２月28日）
当事業年度

（平成19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   2,830   2,611  

２　グループ預け金 ※１  1,336   955  

３　売掛金 ※４  935   921  

４　商品   2,247   2,084  

５　前渡金   9   －  

６　前払費用 ※４  386   342  

７　繰延税金資産   181   169  

８　未収収益   10   9  

９　未収入金 ※４  784   680  

10　一年内償還保証金 ※４  756   683  

11　その他 ※４  83   81  

貸倒引当金   △0   △0  

流動資産　合計   9,559 21.0  8,539 19.9

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物  19,712   19,283   

減価償却累計額  12,796 6,915  12,811 6,471  

(2）構築物  1,437   1,401   

減価償却累計額  894 543  889 511  

(3）機械装置  2,988   2,753   

減価償却累計額  2,052 935  1,907 846  

(4）車両運搬具  27   27   

減価償却累計額  19 7  22 5  

(5）工具器具備品  6,589   6,310   

減価償却累計額  5,584 1,005  5,411 898  

(6）土地 ※５  8,837   8,362  

(7）建設仮勘定   7   149  

有形固定資産　合計   18,252 40.2  17,245 40.2
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前事業年度

（平成18年２月28日）
当事業年度

（平成19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
（％）

２　無形固定資産        

(1）借地権   124   124  

(2）ソフトウェア   141   137  

(3）電話加入権   36   35  

(4）施設利用権   10   9  

無形固定資産　合計   312 0.7  306 0.7

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※２  1,270   1,596  

(2）関係会社株式   240   240  

(3）出資金   0   0  

(4）関係会社長期貸付金   130   125  

(5）長期前払費用   24   38  

(6）繰延税金資産   3,315   2,945  

(7）共済組合預け金   824   794  

(8）長期差入保証金 ※４  7,558   7,068  

(9）敷金 ※４  3,783   3,742  

(10）その他   173   228  

貸倒引当金   △2   △2  

投資その他の資産合計   17,319 38.1  16,777 39.2

固定資産　合計   35,884 79.0  34,329 80.1

資　産　合計   45,443 100.0  42,868 100.0
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前事業年度

（平成18年２月28日）
当事業年度

（平成19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  4,277   4,091  

２　短期借入金   6,800   1,750  

３　一年内返済長期借入金   2,079   1,664  

４　未払金 ※４  822   822  

５　未払法人税等   171   124  

６　未払消費税等   127   78  

７　未払費用   331   340  

８　前受金 ※４  43   52  

９　預り金
※２
※４

 98   96  

10　賞与引当金   235   259  

11　従業員預り金   824   794  

12　設備関係支払手形   －   114  

流動負債　合計   15,810 34.8  10,188 23.8

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金   10,519   13,855  

２　再評価に係る繰延税金負
債

※５  774   603  

３　退職給付引当金   6,645   6,467  

４　役員退職慰労引当金   161   164  

５　債務保証等損失引当金   6   －  

６　預り保証金   405   447  

固定負債　合計   18,512 40.7  21,537 50.2

負　債　合計   34,323 75.5  31,725 74.0
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前事業年度

（平成18年２月28日）
当事業年度

（平成19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
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※３  5,310 11.7  － －

Ⅱ　資本剰余金        

１　資本準備金   1,327   －  

２　その他資本剰余金        

資本金及び資本準備金減
少差益

 3,182   －   

自己株式処分差益  0   －   

その他資本剰余金合計   3,182   －  

資本剰余金　合計   4,510 10.0  － －

Ⅲ　利益剰余金        

１　任意積立金        

別途積立金  1,080 1,080  － －  

２　当期未処分利益   210   －  

利益剰余金　合計   1,290 2.8  － －

Ⅳ　土地再評価差額金 ※５  △217 △0.5  － －

Ⅴ　その他有価証券評価差額金   260 0.6  － －

Ⅵ　自己株式 ※６  △33 △0.1  － －

資　本　合計   11,120 24.5  － －

負債・資本　合計   45,443 100.0  － －
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前事業年度

（平成18年２月28日）
当事業年度

（平成19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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   － －  5,310 12.4

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  －   1,327   

(2）その他資本剰余金  －   3,182   

資本剰余金　合計   － －  4,509 10.5

３　利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

別途積立金  －   1,080   

繰越利益剰余金  －   512   

利益剰余金　合計   － －  1,592 3.7

４　自己株式   － －  △36 △0.1

株主資本　合計   － －  11,377 26.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  － －  233 0.5

２　土地再評価差額金 ※５  － －  △467 △1.0

評価・換算差額等 合計   － －  △234 △0.5

純資産　合計   － －  11,143 26.0

負債純資産　合計   － －  42,868 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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 ※１  91,340 100.0  87,821 100.0

Ⅱ　売上原価        

１　商品期首棚卸高  2,372   2,247   

２　当期商品仕入高  69,563   66,835   

合　　　計  71,935   69,082   

３　商品期末棚卸高  2,247 69,688 76.3 2,084 66,997 76.3

売上総利益   21,651 23.7  20,823 23.7

Ⅲ　営業収入        

１　不動産賃貸収入  843   920   

２　その他の営業収入 ※２ 2,493 3,336 3.7 2,421 3,342 3.8

営業総利益   24,988 27.4  24,166 27.5

Ⅳ　販売費及び一般管理費        

１　宣伝広告費  1,682   1,626   

２　消耗品費  549   516   

３　清掃費  429   465   

４　運送費  81   80   

５　従業員給料手当  6,887   6,620   

６　従業員賞与  577   580   

７　役員報酬  155   176   

８　賞与引当金繰入額  235   259   

９　役員退職慰労引当金繰入額  29   7   

10　退職給付費用  536   466   

11　法定福利費  699   680   

12　福利厚生費  120   108   

13　教育募集費  40   38   

14　借地借家料  4,169   3,993   

15　修繕費  535   457   

16　賃借料  258   237   

17　減価償却費  1,108   1,019   

18　保険料  30   20   

19　旅費交通費  25   21   

20　通信費  90   85   

21　交際費  15   11   

22　水道光熱費  1,842   1,738   

23　租税公課  333   306   
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前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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
（％）

24　業務委託費  2,711   2,740   

25　その他  1,186 24,331 26.7 1,107 23,368 26.6

営業利益   657 0.7  797 0.9

Ⅴ　営業外収益        

１　受取利息  27   31   

２　受取配当金  10   21   

３　受取業務受託料  28   23   

４　受取保険料  22   6   

５　雑収入  25 114 0.1 35 117 0.1

Ⅵ　営業外費用        

１　支払利息  278   245   

２　シンジケートローン手数料  －   23   

３　雑損失  27 305 0.3 40 309 0.3

経常利益   465 0.5  605 0.7

Ⅶ　特別利益        

１　投資有価証券売却益  123   －   

２　固定資産売却益 ※３ －   46   

３　債務保証等損失引当金戻入額  － 123 0.1 6 53 0.0

Ⅷ　特別損失        

１　固定資産除却損 ※４ 176   64   

２　減損損失 ※５ 27   44   

３　関係会社整理損 ※６ 4   －   

４　投資有価証券売却損  1   －   

５　固定資産売却損 ※７ －   24   

６　閉店に伴う解約金  ※８ －   21   

７　その他の特別損失  10 220 0.2 2 157 0.2

税引前当期純利益   368 0.4  501 0.5

法人税、住民税及び事業税  62   78   

法人税等調整額  168 230 0.2 228 306 0.3

当期純利益   137 0.2  195 0.2

前期繰越利益   144   －  

中間配当額   71   －  

当期未処分利益   210   －  
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

（平成18年５月25日）

区　　　分
注記
番号

金　額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益   210

Ⅱ　利益処分額    

１　配当金  71 71

Ⅲ　次期繰越利益   139

    

　（注）　日付は株主総会承認年月日であります。
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 　　　　　利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年2月28日　残高
（百万円）

5,310 1,327 3,182 4,510 1,080 210 1,290 △33 11,077

事業年度中の変動額          

剰余金の配当（百万円）      △143 △143  △143

土地再評価差額金取崩額（百
万円）

     250 250  250

当期純利益（百万円）      195 195  195

自己株式の取得（百万円）        △3 △3

自己株式の処分（百万円）   △0 △0    1 1

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）（百万
円）

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

  △0 △0  301 301 △2 299

平成19年2月28日　残高
（百万円）

5,310 1,327 3,182 4,509 1,080 512 1,592 △36 11,377

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

評価・換算差額
等合計

平成18年2月28日　残高
（百万円）

260 △217 42 11,120

事業年度中の変動額     

剰余金の配当（百万円）    △143

土地再評価差額金取崩額（百
万円）

   250

当期純利益(百万円）    195

自己株式の取得（百万円）    △3

自己株式の処分（百万円）    1

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△26 △250 △276 △276

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△26 △250 △276 22

平成19年2月28日　残高
（百万円）

233 △467 △234 11,143
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重要な会計方針

項　　　目
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法

満期保有目的の債券

同左

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

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）

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

（評価差額は全部純資産直入法により

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

時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品（除く生鮮食品）

売価還元法に基づく原価法

商品（除く生鮮食品）

同左

商品（生鮮食品）

最終仕入原価法に基づく原価法

商品（生鮮食品）

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

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。

また、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。

有形固定資産

同左

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

長期前払費用

均等額償却によっております。

なお、償却期間については、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。

長期前払費用

同左

４　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。

貸倒引当金

同左
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項　　　目
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見

込額のうち当期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、当期末

における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当期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、発生の翌事業年度

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

同左

 

役員退職慰労引当金

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

　役員の退職慰労金支給に充てるため、内

規に基づく期末要支給額を計上しており

ましたが、平成18年5月の定時株主総会

をもって役員退職慰労金制度を廃止し、

これまでの在任期間に応じた役員退職慰

労金の贈呈を決議いたしました。

当事業年度末における役員退職慰労引当

金残高は、当該決議以前から在任してい

る役員に対する支給見込額であります。

債務保証等損失引当金

関係会社の債務保証等の損失に備えるた

め、当該会社の財政状態の実情を勘案し

て必要額を計上しております。

 

―――――

 

５　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。

同左

６　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理方法

税抜方式によっております。

消費税及び地方消費税の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月

９日）を適用しております。

従来の資本の部に相当する金額は、純資産の部と同額であ

ります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

（損益計算書）

前事業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、当事業年度より区分掲記して

おります。なお、前事業年度の「受取保険料」は９百万円

であります。

―――――

 

追加情報

前事業年度
（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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、当事業年度から「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

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19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

同左

※２　担保資産

(1）担保に供している資産

※２　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 投資有価証券 51百万円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

預り金 64百万円 預り金 62百万円

（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。

（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。

※３　授権株式数 普通株式 64,000,000株

発行済株式総数 普通株式 28,689,170株
 ※３　　　　　　　　──────

※４　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている

関係会社に対するものは、次のとおりであります。

※４　関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている

関係会社に対するものは、次のとおりであります。

売掛金 0百万円

未収入金 1百万円

その他の流動資産 35百万円

長期差入保証金 2百万円

買掛金 528百万円

未払金 3百万円

前受金 0百万円

預り金 0百万円

売掛金 0百万円

未収入金 1百万円

その他の流動資産 35百万円

長期差入保証金 2百万円

買掛金 558百万円

未払金 3百万円

前受金 1百万円

預り金 0百万円

※５　「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。

※５　「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」として純資産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

　　　　　　　　　　同左

(3）同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当期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）同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地

の当期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

2,328百万円
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前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19年２月28日）

※６　会社が保有する自己株式の数 ※６　　　　　　　──────

普通株式 56,264株

　７　配当制限条項

有価証券の時価評価により、純資産額が260百万円

増加しております。

なお、当該金額は商法施行規則第124条第１項第３

号の規定により、配当に充当することが制限されて

おります。

土地再評価差額金は、「土地の再評価に関する法

律」第７条の２第１項の規定により、配当に充当す

ることが制限されております。

平成17年２月17日付締結のシンジケートローン契約

に下記の条項が付されております。

本契約締結日以降の各決算期末日において、連結貸

借対照表及び貸借対照表における資本の部の金額を

平成16年２月期末の金額の75％以上に維持する。

　７　配当制限条項

──────

 

 

──────

 

 

シンジケートローン契約に下記の条項が付されてお

ります。

(平成17年２月17日付締結分)

契約締結日以降の各決算期末日において、連結貸借

対照表及び貸借対照表における純資産の部の金額を

平成16年２月期末の金額の75％以上に維持する。

(平成18年３月31日付締結分）

契約締結日以降の各決算期末日において、連結貸借

対照表及び貸借対照表における純資産の部の金額を

平成17年２月期末の金額の75％以上に維持する。

　８　保証債務

子会社の金融機関からの借入金等に対し次のとおり

保証を行っております。

　８　保証債務

子会社の宝くじ販売代理業に伴う預り金等に対し次

のとおり保証を行っております。

㈱相販 194百万円

相鉄フードサービス㈱ 3百万円

㈱相販 241百万円

相鉄フードサービス㈱ 2百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　売上高の業種別内訳は次のとおりであります。 ※１　売上高の業種別内訳は次のとおりであります。

 
直営売上高

（百万円）

委託売上高

（百万円）

売上高合計

（百万円）

スーパーマー

ケット業
65,129 22,575 87,704

専門店業 2,309 － 2,309

映画館業 1,010 76 1,087

広告業 238 － 238

合計 68,688 22,651 91,340

 
直営売上高

（百万円）

委託売上高

（百万円）

売上高合計

（百万円）

スーパーマー

ケット業
63,447 21,809 85,257

専門店業 2,041 － 2,041

映画館業 509 13 523

合計 65,997 21,823 87,821

（注）　委託売上高は委託契約に基づく売上高であります。（注）　委託売上高は委託契約に基づく売上高であります。

※２　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。

※２　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。

※３　　　　　　　　―――――― ※３　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

 土地 46百万円

合計 46百万円

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 100百万円

構築物 2百万円

機械装置 16百万円

工具器具備品 24百万円

その他 32百万円

合計 176百万円

建物 10百万円

構築物 0百万円

工具器具備品 4百万円

その他 49百万円

合計 64百万円

※５　減損損失

当事業年度において、当社は、以下のとおり減損損

失を計上いたしました。

※５　減損損失

当事業年度において、当社は、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等

(1）減損損失を認識した主な資産

南瀬谷店の土地建物等

(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、減損損失を認識しております。

(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 (3）減損損失の金額

建物 9百万円

機械装置 10百万円

工具器具備品 7百万円

借地権 0百万円

合計 27百万円

建物 4百万円

構築物  0百万円

機械装置  2百万円

工具器具備品 0百万円

土地 36百万円

電話加入権 0百万円

合計 44百万円

(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。

(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。
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前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(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。

(5）回収可能価額の算定方法

回収可能価額として正味売却価額を適用しており

ます。

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。

 

※６　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。

※６　　　　　　　 ──────

※７　　　　　　　　────── ※７　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物 14百万円

構築物 1百万円

機械装置 2百万円

工具器具備品 5百万円

合計 24百万円

※８　　　　　　　　────── ※８　閉店に伴う解約金の内訳は次のとおりであります。

リース解約金 15百万円

賃貸借契約解約金 6百万円

　合計 21百万円

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前期末株式数
（千株）

当期増加株式数
（千株）

当期減少株式数
（千株）

当期末株式数
（千株）

自己株式     

普通株式 56 7 2 61

 (変動事由の概要)

　増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

　減少は、単元株式の市場への処分によるものであります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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 25百万円 4百万円 21百万円

工具器具備品 572百万円 296百万円 276百万円

ソフトウェア 3百万円 1百万円 1百万円

合計 602百万円 302百万円 299百万円

 
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 25百万円 8百万円 17百万円

工具器具備品 537百万円 355百万円 182百万円

ソフトウェア 3百万円 2百万円 1百万円

合計 567百万円 366百万円 201百万円

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 ②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 114百万円

１年超 184百万円

合計 299百万円

１年以内 97百万円

１年超 103百万円

合計 201百万円

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。

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 ③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 116百万円

減価償却費相当額 116百万円

支払リース料 114百万円

減価償却費相当額 114百万円

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

（有価証券関係）

前事業年度（平成18年２月28日）

　子会社株式で時価のあるものは、ありません。

当事業年度（平成19年２月28日）

　子会社株式で時価のあるものは、ありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年２月28日）

当事業年度
（平成19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

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 2,512百万円

役員退職慰労引当金 65百万円

税務上の繰越欠損金 542百万円

賞与引当金繰入限度超過額 95百万円

未払事業所税 29百万円

減損損失 399百万円

その他 100百万円

繰延税金資産　小計 3,745百万円

評価性引当額 △71百万円

繰延税金資産　合計 3,674百万円

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △178百万円

繰延税金負債　合計 △178百万円

繰延税金資産の純額 3,496百万円

（繰延税金資産）  

退職給付引当金繰入限度超過額 2,629百万円

役員退職慰労引当金 66百万円

税務上の繰越欠損金 159百万円

賞与引当金繰入限度超過額 105百万円

未払事業所税 27百万円

減損損失 269百万円

その他 100百万円

繰延税金資産　小計 3,358百万円

評価性引当額 △83百万円

繰延税金資産　合計 3,274百万円

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △159百万円

繰延税金負債　合計 △159百万円

繰延税金資産の純額 3,114百万円

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

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
4.1％

住民税均等割等 16.8％

その他 1.1％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
62.6％

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
2.3％

住民税均等割等 12.2％

臨時特例企業税  3.4％

評価性引当額の増減額  1.4％

その他 1.2％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
61.1％

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年３月１日

至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額 388円39銭

１株当たり当期純利益 ４円81銭

１株当たり純資産額 389円24銭

１株当たり当期純利益 ６円81銭

なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、潜在

株式が存在していないため、記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、潜在

株式が存在していないため、記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

当事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

（１株当たり当期純利益）   

損益計算書上の当期純利益（百万円） 137 195

普通株式に係る当期純利益（百万円） 137 195

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,634 28,630
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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役員の異動
(平成19年５月24日付）

１．代表者の異動

(1) 退任予定代表者
 はせがわ  こういち

代表取締役会長   長谷川 浩一（取締役相談役に就任予定）

２．その他の役員の異動

(1）新任取締役候補
 と り い     まこと

社外取締役      鳥  居   眞（現㈱相鉄ビルマネジメント 代表取締役社長）

まつもと   てるお

取 締 役　　    松 本 輝 雄（現店舗統括部統括マネージャー）

きたかぜ   しんじ

取 締 役　　    北 風 真 治（現総務人事部統括マネージャー兼人材開発室統括マネージャー）

(2）退任予定取締役
かわぐち   ちあき

専務取締役　　　川 口 千 秋（相鉄フードサービス㈱代表取締役社長に専任）

いのき  こういちろう

専務取締役　　　猪木 紘一郎

おいかわ  りくろう

社外取締役　    及 川 陸 郎

しぶや  しんいちろう

社外取締役　    渋谷 慎一郎

(3）新任監査役候補
よしもと   みきお

常勤監査役      吉 本 幹 雄（現㈱葉山ボンジュール常務取締役）

 さかまき     さとし

社外監査役      坂  卷   敏（現相鉄不動産販売㈱ 代表取締役社長）

(4）退任予定監査役
にしざわ   あきひこ

 常勤監査役      西 澤 昭 彦

はたけやま  まさひこ

 社外監査役      畠 山 正 彦

(5）昇任取締役候補
おおつぼ   まさみち

 専務取締役      大 坪 正 達（現常務取締役 営業副本部長）

いしかわ    かずお

 常務取締役      石 川 和 夫（現取締役 経営管理室統括マネージャー）

以  上
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