
1 

 

          平成 20 年２月期 決算短信       

       平成 20 年４月 14 日 

上 場 会 社 名 株式会社 ジ ョ イ ス 上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号  8080                            ＵＲＬ  http://www.jois.co.jp 
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問合せ責任者  (役職名) 取締役財務部長 （氏名） 髙 橋  章  ＴＥＬ（019）623-6100 
定時株主総会開催予定日   平成 20 年５月 27 日   配当支払開始予定日  平成 20 年５月 28 日    
有価証券報告書提出予定日  平成 20 年５月 28 日 
                                     （百万円未満切捨て） 

１．平成 20 年２月期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 20 年２月 29 日） 

（1）連結経営成績                           （％表示は対前期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年２月期 48,590 （  ―） 344 （ ―） 492 （ ―） 143 ( ―)

19 年３月期 53,321 （ 3.3） 714 （19.3） 841 （14.2） 462 (22.9)

（注）平成 20 年２月期は決算期変更に伴い 11 ヶ月決算となりましたので対前期増減率は掲載しておりません。 

 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 

営 業 収 益
営 業利益 率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20 年２月期 12 91  - - 1.6 2.3 0.7 

19 年３月期 41 64   -   - 5.3 4.0 1.3 

(参考)  持分法投資損益     20 年２月期     －百万円    19 年３月期    －百万円 

 

（2）連結財政状態 

  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

20 年２月期  21,024    8,795        41.8    791 51 

19 年３月期  22,609    8,806        39.0    793 00 

(参考)  自己資本     20 年２月期     8,789 百万円     19 年３月期 8,806 百万円 
 

（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

20 年２月期  △1,677 △1,018  962 3,063 
19 年３月期    3,373 △ 761 △ 152    4,796 

 
 
２．配当の状況 

      １株当たり配当金 配当金総額 純資産配当率

（基準日） 中間期末 期 末 年 間 (年間) 

配当性向 
（連結） （連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19 年３月期 -  - 12 00 12 00 133 28.8 1.5 

20 年２月期   - - 12 00 12 00 133 93.0 1.5 

21 年２月期 
（予想） 

- - 12 00 12 00    

 

３．平成 21 年２月期の連結業績予想(平成 20 年３月 1日～平成 21 年２月 28 日) 
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

     
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

中間期 26,140 ( ―) 259 ( ―) 316 ( ―) 150 ( ―) 13 55

通 期 50,500 ( ―) 569 ( ―) 680 ( ―) 329 ( ―) 29 66
（注）平成 20 年２月期は決算期変更に伴い 11 ヶ月決算となりましたので対前期、対前年中間期増減率は掲載してお

りません。 
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４．その他 

（1）期中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)  有 ・ ○無  

（2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための 

基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更       ○有 ・ 無 

② ①以外の変更              有 ・ ○無  

 (注)詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

（3）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）  

平成 20 年２月期  11,105,200 株   平成 19 年３月期  11,105,200 株 

② 期末自己株式数 

平成 20 年２月期      168 株   平成 19 年３月期         100 株 

       (注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29 ページ「１株当た 

      り情報」をご覧下さい。 

 

（参考）個別業績の概要 

1． 平成 20 年２月期の個別業績(平成 19 年４月１日～平成 20 年２月 29 日） 

（1）個別経営成績                           （％表示は対前期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年２月期 48,552 （ ―） 316  （ ―） 454  （ ―） 127 ( ―)

19 年３月期 53,300 （ 3.3) 701 (20.5) 818 (15.3) 445 (22.6)

（注）平成 20 年２月期は決算期変更に伴い 11 ヶ月決算となりましたので対前期増減率は掲載しておりません。 

 

 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 

 円 銭 円 銭

20 年２月期 11 53 - - 

19 年３月期 40 14  -   - 

 

（2）個別財政状態 

  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

20 年２月期  20,768    8,562     41.2   770 54 

19 年３月期  22,301    8,588        38.5    773 42 

(参考)  自己資本     20 年 2 月期    8,556 百万円     19 年 3 月期 8,588 百万円 

 

2．平成 21 年２月期の個別業績予想(平成 20 年３月 1日～平成 21 年２月 28 日) 
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

     
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
中間期 26,120 ( ―) 243 ( ―) 294 ( ―) 137 ( ―) 12 42
通 期 50,460 ( ―) 539 ( ―) 639 ( ―) 306 ( ―) 27 56

（注）平成 20 年２月期は決算期変更に伴い 11 ヶ月決算となりましたので対前期、対前年中間期増減率は掲載してお

りません。 

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１.上記業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、経済状況等により実績はこれらの予想数値から乖離する可能性があります。 

２.平成 20 年２月期は決算期変更に伴い 11 ヶ月決算となりましたので対前期、対前年中間期増減

率は掲載しておりません。 
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１. 経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、大都市圏や製造業を中心に企業収益が高水準で推移した

ものの、年度後半には原油価格や穀物などの原材料価格の高騰や個人消費の減速により、急激に景

況感が悪化しました。小売業界を取り巻く環境も、地方を中心とした人口の減少と高齢化、個人消

費の低迷や食の安全への不信感、度を越えたオーバーストア状態が続くなど依然として厳しい経営

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、事業年度末日を２月末日に変更するとともに、お客様が

求めていることを実行する店づくりと安定収益の確保を目指し、「心ある売場づくり」、「作業段取

りの工夫と改善」、「教育の徹底、拡大」を課題として、以下の取組みを実施してまいりました。 

 

① 既存店改装による営業力強化の取り組みとして、４月に青山店（岩手県盛岡市）とロッキー

みずさわ店（岩手県奥州市）、６月にロッキー能代店（秋田県能代市）、10 月に沼宮内店（岩

手県岩手郡岩手町）、11 月には釜石店（岩手県釜石市）を改装いたしました。特に生鮮強化と

惣菜強化を改装コンセプトとして、よりお客様のご要望にお応えできる品揃に改善いたしまし

た。 

 

② 商品開発におきましては、地域に根ざした企業として地場商品の開発と販売を重点課題と位

置づけ、生産県の特徴を生かした商品を地元メーカーを中心として商品開発を進めたり、契約

農場からの直送野菜の構成を高めるなど、価格や鮮度でも他社との差別化を図ってまいりまし

た。 

 

③ 販売・販促面においては、平日の売上高及び来店客数の増加策として、火曜日に均一祭を導

入し、大変ご好評を頂いてまいりましたが、10 月よりそれをさらに拡大し、曜日の拡大と名

物企画化に取り組みました。 

   

④ 品切れの削減と商品在庫の削減、発注作業の省力化を目的として、４月より自動発注システ

ムを全店舗へ展開いたしました。加工食品・菓子・嗜好品・雑貨などを対象として、自動発注

化を進めております。 

 

⑤ 店舗作業の効率化を進めるため、作業フローの全面的な見直しを行い、各店に波及を開始い

たしました。また、効率的な人時コントロールを行うために稼動計画の精度アップを図りまし

た。作業改善活動も２年目となり、モデル店での効果は作業軽減のための提案活動が日々実践

により効果があらわれてきました。 

 

⑥ 経費面では、コスト削減を図るため全ての経費科目毎の洗い直し、既存調達先の見直しを行

うとともに、消耗品、包装資材の規格や材質の見直しを行う一方、店舗への配送を当社の「花

巻物流センター」一括配送に切り替えました。このことにより、納品単価と物流コストの引き

下げを図り、包装・消耗品分野でコストダウンを行ないました。 

 

⑦ 教育の徹底・拡大の一環として、パートタイマーやアルバイトを対象としたガイドシステム

の導入を進めました。また、社員を対象に知識を習得する場を集合研修や通信教育にも広げる

など、教育プログラムの内容を充実させ、社員の昇格資格取得検定試験制度を軌道に乗せるこ

とができました。 

 

⑧ 食品の安全性に日頃より充分な注意を払っていますが、食中毒の未然防止、生産履歴、産地

表示について、店舗・本部が一体となって安全性とコンプライアンスの徹底をいたしておりま

す。全社的に安全と衛生に係る実施状況については衛生ガイドに従い、月度単位で各店舗巡回

指導を行い、食中毒等の発生予防、添加物・アレルギー表示、計量法等法令遵守状況の巡回指

導にも取り組みました。 

 

⑨ 環境・社会貢献活動として、お客様お買物袋持参運動の推進やエコ買物袋の無料配付を行っ

た一方、店舗等で回収した空き缶をリサイクルする仕組みを構築し、「ジョイスリサイクルセ

ンター」を立ち上げ軌道に乗せました。年間 200 トンのリサイクルを目標としております。ま

た、新年度よりペットボトルのリサイクルも開始する予定であります。 
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⑩ 経営の効率化をはかるため、明治橋店とロッキー湯沢店の２店舗のスクラップを実施いたし

ました。その結果、平成 20 年２月末の店舗数は岩手県 38 店舗、秋田県３店舗の計 41 店舗と

なりました。 

これらの結果、当連結会計年度の業績は、営業収益（売上高とテナント収入の合計額：以下同じ）

485 億 90 百万円、営業利益３億 44 百万円、経常利益４億 92 百万円となりましたが、土地売却に

係る２億 40 百万円の特別利益や２店舗の閉店に係る閉鎖損失 11 百万円、減損損失４億 37 百万円

を特別損失に計上したことにより、当期純利益は１億 43 百万円となりました。 

なお、平成 21 年２月期の連結業績は新規出店の効果などから、営業収益、505 億円、経常利益、

６億 80 百万円、当期利益は３億 29 百万円を見込んでおります。 

また、平成 21 年２月期の現金配当につきましては、１株当たり 12 円の配当を予定しております。 

 

※平成 20 年２月期は決算期変更に伴い、11 ヶ月の決算のため、前年同期比較を行っておりません。 

 

（2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末の総資産は、210 億 24 百万円（前連結会計年度末 226 億９百万円）となり、

前連結会計年度に比べ 15 億 85 百万円減少いたしました。 

当連結会計年度末の流動資産は、59 億 35 百万円（前連結会計年度末 77 億 91 百万円）となり、

18 億 56 百万円減少いたしました。これは主に、前連結会計年度の末日が金融機関の休業日であ

ったことから、現金及び預金が 16 億 83 百万円減少したことなどによるものです。 

固定資産は、150 億 88 百万円（前連結会計年度末 148 億 17 百万円）となり、２億 70 百万円

増加いたしました。これは、固定資産の減価償却額 7億 14 百万円、減損損失による減少３億 77

百万円などがあった一方、平成 21 年２月期新規出店に伴う建設仮勘定の増加 11 億 15 百万円な

どによるものであります。 

(負債) 

流動負債は、74 億 62 百万円（前連結会計年度末 98 億 66 百万円）となり、24 億４百万円減

少いたしました。これは主に、平成 21年２月期新規出店に伴う短期借入金が４億円増加したも

のの買掛金が 25 億 22 百万円減少したことなどによるものであります。 

買掛金の減少は前連結会計年度の末日が金融機関の休業日であったことから、仕入債務の支

払が当連結会計年度にずれ込んだことによるものです。 

固定負債は、47 億 66 百万円（前連結会計年度末 39 億 36 百万円）となり、８億 29 百万円増

加いたしました。これは主に、新規出店準備に伴う新規借入により長期借入金が６億 78 百万円

増加したことなどによるものです。 

（純資産） 

純資産合計は、87 億 95 百万円（前連結会計年度末 88 億６百万円）となり、10 百万円減少い

たしました。これは主に、当期純利益１億 43 百万円、剰余金の配当１億 33 百万円などがあっ

たことによるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、現金及び現金同等物（以下「資金」

という）が、前連結会計年度末に比べ 17 億 33 百万円減少し、当連結会計年度末には 30 億 63

百万円となりました。これは前連結会計年度の末日が金融機関の休業日であったことから、仕

入債務などの支払いが当連結会計年度にずれ込んだことなどによるものです。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益２億 82 百万円、減価償却費７億 14 百万円、

減損損失４億 37 百万円などがありましたが前連結会計年度の末日が金融機関の休業日だったた

め、仕入債務の支払が当連結会計年度にずれ込んだことなどにより 16 億 77 百万円の減少となり

ました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動による資金は、有形固定資産の売却による収入３億 27 百万円、有形固定資産の取得

等による支出 13 億１百万円等により 10 億 18 百万円の減少となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動による資金は、短期借入金の純増による収入４億円、長期借入による収入 18 億円、
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長期借入金の返済による支出 11 億５百万円、配当金の支払 1億 31 百万円等により、９億 62 百

万円の増加となりました。 

  なお、連結ベースのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。 

 

 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年２月期 

自己資本比率（％） 42.8 39.0 41.8

時価ベースの自己資本比率（％） 31.6 26.0 26.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 3.5 1.6 -

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 44.8 87.7 -

（注）各指標の算出は、以下の算式によります。 

  ※自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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 

1． 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値より計算しております。 

2． 株主時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

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． 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対

象としております。 

5． 平成 20 年２月期につきましては営業キャッシュ・フローがマイナスのため指標の表示をして

おりません。 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期、次期の配当 

当社グループは、「資本」は株主の皆さまからお預かりしたものとの考えに立ち、利益配分に関

しては常に自己資本利益率と配当性向を重視することを基本方針としております。これまでどおり

商品力の強化、新規出店、Ｍ＆Ａなどにより経営規模、業績の拡大を図りながら、1 株当たりの株

主価値を高めることを前提として、配当による利益還元を続けてまいります。配当は、業績に連動

した還元を基本に、安定的な配当水準の維持に努力いたします。内部留保金につきましては、新店

舗の建設・リニューアル、情報システムの構築等への設備投資に充当する予定であります。 

この基本方針をもとに、平成 20 年 2 月期の期末配当金につきましては 1 株当たり 12 円を平成

20 年 5 月 27 日開催の第 67 回定時株主総会に付議する予定であります。 

また、次期配当金につきましては、期末配当として 12 円を予定しております。 

 

(4)事業等のリスク 

当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項

は次のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、

投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。当社は、これらのリスク発生の可

能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。なお、文中

における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社が判断したものであります。 

 

① 出店に関する法的規制について 

当社は、食料品、日用雑貨及び衣料品等の販売を中心とした小売業を営んでおります。当

社の事業は出店するにあたり、「大規模小売店舗立地法」の規制を受けます。当社といたしま

しては、今後の売場面積 1,000 ㎡以上の新規出店並びに既存店舗の増改築の際、当該法律の

規制を受けることになりますが、官公庁及び地域住民の方々との調整を図りながら店舗展開

を行っていく方針であります。しかしながら、これらの法的規制等により計画どおりの出店

ができない場合には、当社グループの今後の業績に影響を及ぼすことがあります。 

 

② 競合等の影響について 

当社の総店舗数は、岩手県内に 38 店舗、秋田県内に 3 店舗の合計 41 店舗となっておりま

す。同地域においても、同業、異業種による競合店の新規出店が相次いでおります。当然、

当社としても競争力の確保に努めておりますが、競合関係が激化し当社グループの業績が影

響を受ける場合があります。 

 

③ 食品衛生管理及び品質表示について 
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当社グループは、小売業として「食品衛生法」「ＪＡＳ法」「計量法」「景品表示法」等の規

制を受けております。当社では、衛生管理、鮮度管理、温度管理等を徹底することにより食

中毒等の発生防止に取り組んでおります。また、本部担当者や内部監査室による店舗巡回、

指導を強化し、適切な品質表示に努めております。長年にわたって食中毒の発生は確認して

おりませんが、当社の衛生管理のための諸施策にもかかわらず、食中毒等が将来発生する可

能性は否定できません。万一、食中毒が発生した場合、販売する商品に問題が生じた場合は

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 金利変動について 

  当社グループは、新規出店等に伴う資金調達の一部を金融機関からの借入金に依存してお

ります。今後、社会情勢の変化により、金利の急激な上昇等がおこった場合、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 税制改正について 

  税制の改正等による、大幅な増税等により消費の大きな低迷があった場合、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥ 減損会計の影響について 

  当社グループは、土地、建物を一部自社所有しております。事業用固定資産に対する減損

会計の導入により、保有固定資産に減損処理の必要が生じた場合には、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 人材の確保について 

  当社グループは、社員の人材育成において、各種の研修、試験、表彰の制度を充実させる

等教育の充実を図っており、出店に対応できるシステムの構築に努めております。しかし、

人材の採用等が計画どおり進まない場合、新規出店計画の見直しや店舗の管理レベルの低下

等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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2.企業集団の状況 

当社グループは、当社（㈱ジョイス)及び子会社の㈱ジョイスサポートにより構成されております。 
当社は、岩手県及び秋田県の両県においてスーパーマーケット事業を営んでおり、子会社の㈱ジョイス

サポートは当社から業務委託を受け、庶務・営繕業務等を行っております。 
事業の系統図は次のとおりであります。 

 

  

 

 

            

                       販 

                                 

                     売 

                              

                        

                      

業務委託                       
 

                                        

                               

                       

                     仕         

                       入 

 

 

          生産者・卸売業者 

                                                                   

 

3.経営方針 

 
(1)会社の経営の基本方針 

当社グループは、そのコア・ビジネスである食品スーパーマーケットの経営を通じ、お客様の日常

の生活をより豊かにし、地域社会に貢献することを基本理念として経営活動を行っております。一方、

リサイクル等の環境問題にも積極的に取り組んでまいりました。 

本業でありますスーパーマーケット事業としては、「ジョイス」及び「ロッキー」、食品とノンフー

ズを併せもった大型店舗の「スーパーセンター」の業態、さらにベーシックなカジュアルファッショ

ンの「ベルマート」の衣料部門を組み合わせて展開することで、お客さまの多様なニーズやライフス

タイルの変化にお応えできるよう努めております。 
今後におきましても、岩手県内はもとより秋田県など隣県にも出店を計画しており、事業の拡大、

高収益、高効率経営を目指し、企業価値、株主価値を高めてまいります。 
(2)目標とする経営指標 

 当社グループは、営業収益対経常利益率 3％以上を安定的に確保することを目標としております。 
(3)中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、平成 20 年２月 29 日現在で岩手県内に 38 店舗、秋田県内に３店舗の計 41 店舗を 

展開しておりますが、今後においても、北東北における、より一層のドミナント（面展開）形成と経

営効率の改善に努めてまいります。 

一方、顧客ニーズに合った 21 世紀に適応する業態開発、マーチャンダイジングの強化につきまし 

ても積極的に推進してまいります。 

(4)会社の対処すべき課題 
小売業を取り巻く環境は、景気の後退感や個人消費の先行きが不透明なことに加え、店舗間競争や

異業種間競争が一層厳しさを増してくるものと思われます。また、中国食品や一連の食品偽装事件か

ら、食品の安全性に対する要求が年々厳しくなり、安心、安全に対するニーズへの更なる対応も求め

られております。このような状況の中で、当社グループが対処すべき課題は次のとおりであります。 

 

一 般 消 費 者  

 

当   社 

       

連結子会社           
㈱ジョイスサポート 
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① 企業体質の強化 

  健全な成長をより確かなものにするため、競争力の強化と経営の効率化、不採算店舗・部門

の黒字化に総力を挙げて取り組むとともに、資産効率の向上、有利子負債の削減など財務体

質の強化を図り、一層の企業規模拡大、安定収益の確保に努めてまいります。 

 

② 営業力の強化 

  当社グループは、スーパーマーケットの経営を通じてお客様に対して、安全でおいしい食品

を、より快適な売場環境で提供し続けることが社会的責務であると考えております。そのた

めに引き続き商品開発、産地開発、商品の提供方法、物流体制及び作業段取りの改善に努め

てまいります。 

 

③ 店舗開発の強化 

  企業の成長の為には店舗開発の成否が重要と考えております。現在、岩手県、秋田県で店舗

展開をしておりますが、北東北でのドミナント化を確立してまいります。出店用地の選定と

開発を積極的に行い、チャンスを逃さない慎重かつ迅速な決定を行ってまいります。 

 

④ 教育の徹底、拡大 

  出店を充分に支える教育体制、体系的な教育システムの整備と女性の生活体験者の活用と戦

力化を図ってまいります。特に、実践的作業効率の向上、販売能力の向上を図るため、教育

担当部署を中心に全体的、定型的、定期的に進めてまいります。従業員の技術力向上を目的

に、昇格資格取得検定試験制度を導入してまいりましたが、それをさらに拡大し、パートタ

イマーの資格試験制度へ適用を拡大いたします。また、法令遵守、社内諸規程・ガイド遵守、

リスク管理等を徹底するための社内指導体制を整備してまいります。 

 

⑤ 食品リサイクル法、容器包装リサイクル法等、環境問題への対応を積極的に推進してまいり

ます。 

 

（5）内部管理体制の整備・運用状況 

本事項につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所のホームページにおいて、コーポレー

ト・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システム関する基本的な考え方及びその整備状況」に

記載されている事項と内容が重複しますので、記載を省略しております。 

 

（6）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表等 

（１）連結貸借対照表 
 

 

前連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 20 年２月 29 日） 

区分 金  額(千円) 
構成比

（％）
金  額(千円) 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ.流動資産     

 1.現金及び預金 4,844,127   3,160,686  

 2.たな卸資産 2,250,076   2,174,014  

 3.繰延税金資産 56,145   60,467  

 4.その他 642,222   541,292  

 貸倒引当金 △1,350   △1,350  

流動資産合計 7,791,222 34.5  5,935,111 28.2

Ⅱ.固定資産     

1.有形固定資産     ※1     

(1)建物及び構築物   ※2 6,630,149  5,907,274 

(2)什器備品 517,168  409,634 

(3)土地               ※2 5,245,452  5,141,355 

(4)建設仮勘定 11,445  1,126,520 

(5)その他 2,321  1,569 

有形固定資産合計 12,406,537 54.9  12,586,354 59.9

2.無形固定資産   

(1)その他 467,306   478,607  

無形固定資産合計 467,306 2.0  478,607 2.3

3.投資その他の資産   

(1)投資有価証券      235,677  196,729 

(2)繰延税金資産 314,647  534,788 

(3)差入保証金 1,162,087  1,084,200 

(4)その他         231,720  208,246 

投資その他の資産合計 1,944,133 8.6  2,023,964 9.6

固定資産合計 14,817,977 65.5  15,088,926 71.8

資 産 合 計 22,609,199 100.0  21,024,038 100.0
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 前連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 20 年２月 29 日） 

区分 金  額(千円) 
構成比

（％）
金  額(千円) 

構成比

（％）

(負債の部)     

Ⅰ.流動負債     

1.買掛金 4,897,740   2,374,925  

2.短期借入金    ※2 2,070,000   2,470,000  

3.1年内返済予定の長期 

借入金          ※2 
1,184,420  1,200,350 

4.未払法人税等 124,200   180,800  

5.ポイント費用引当金 79,389   82,218  

6.その他 1,510,602  1,153,745 

流動負債合計  9,866,353 43.6  7,462,039 35.5

Ⅱ.固定負債     

1.長期借入金    ※2 2,197,140  2,875,770 

2.退職給付引当金 1,044,222  1,090,081 

3.役員退職慰労引当金 129,969  147,218 

4.負ののれん 22,172  17,033 

5.預り保証金 507,024  551,776 

6.その他 35,964  84,414 

固定負債合計 3,936,492 17.4  4,766,294 22.7

負債合計 13,802,846 61.0  12,228,334 58.2

(純資産の部）   

Ⅰ.株主資本   

1.資本金 1,052,272 4.7  1,052,272 5.0

2.資本剰余金 1,139,832 5.0  1,139,832 5.4

3.利益剰余金 6,618,371 29.3  6,628,486 31.5

4.自己株式 △54 △0.0  △89 △0.0

株主資本合計 8,810,421 39.0  8,820,502 41.9

Ⅱ.評価・換算差額等     

1.その他有価証券評価差 

額金 
△4,068 △0.0  △30,805 △0.1

評価・換算差額等合計 △4,068 △0.0  △30,805 △0.1

Ⅲ.新株予約権 - -  6,007 0.0

純資産合計 8,806,353 39.0  8,795,703 41.8

負債純資産合計 22,609,199 100.0  21,024,038 100.0
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（２）連結損益計算書 

 前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年２月 29 日）

区分 金  額（千円） 
百分比

（％）
金  額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  52,932,510 100.0  48,205,453 100.0

Ⅱ 売上原価  40,607,883 76.7  37,064,335 76.9

売上総利益 12,324,626 23.3  11,141,118 23.1

Ⅲ 営業収入 388,792 0.7  384,687 0.8

  営業総利益 12,713,419 24.0  11,525,805 23.9

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※1 11,999,266 22.7  11,181,083 23.2

営業利益 714,152 1.3  344,721 0.7

Ⅴ 営業外収益   

 1.受取利息 7,639 10,600  

 2.受取配当金 12,270 16,747  

3.賃貸収入      ※2 73,539 72,759  

 4.その他 79,733 173,183 0.3 96,111 196,219 0.4

Ⅵ 営業外費用   

 1.支払利息 40,305 45,293  

 2.その他 5,475 45,780 0.1 3,431 48,725 0.1

  経常利益 841,555 1.5  492,216 1.0

Ⅶ 特別利益   

 1.固定資産売却益   ※3 23 240,807  

 2.投資有価証券売却益 - 1,000  

 3.テナント退店違約金受入 5,560 5,583 0.0 400 242,207 0.5

Ⅷ 特別損失   

 1.固定資産売却損   ※4 62 -  

 2.固定資産除却損   ※5 20,853 2,847  

3.店舗等閉鎖損失 3,948 11,339  

 4.減損損失      ※6 - 437,689  

5.出店中止損 20,445 45,309 0.0 - 451,876 0.9

税金等調整前当期純利益 801,828 1.5  282,547 0.6

法人税、住民税及び事業税 349,667 345,509  

法人税等調整額 △10,235 339,431 0.6 △206,338 139,171 0.3

当期純利益 462,397 0.9  143,376 0.3
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（３）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 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

平成18年3月31日残高(千円) 1,052,272 1,139,832 6,314,234 △54 8,506,285

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注） △133,261  △133,261

役員賞与（注） △25,000  △25,000

当期純利益 462,397  462,397

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（純額） 
 

連結会計年度中の変動額合計

(千円) 
－ －  304,136 － 304,136

平成19年3月31日残高(千円) 1,052,272 1,139,832 6,618,371 △54 8,810,421

 

評価・換算差額等  

その他有価証券

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年3月31日残高（千円） 29,685 29,685 8,535,971 

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △133,261 

 役員賞与（注） △25,000 

 当期純利益 462,397 

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（純額） 
△33,753 △33,753 △33,753 

連結会計年度中の変動額合計

（千円） 
△33,753 △33,753 270,383 

平成19年3月31日残高（千円） △4,068 △4,068 8,806,353 

（注）平成 18 年 6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

当連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年２月 29 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

平成19年3月31日残高(千円) 1,052,272 1,139,832 6,618,371 △54 8,810,421

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △133,261  △133,261

 当期純利益 143,376  143,376

 自己株式の取得 △34 △34

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（純額） 
 

連結会計年度中の変動額合計

(千円) 
－ －  10,115 △34 10,080

平成20年2月29日残高(千円) 1,052,272 1,139,832 6,628,486 △89 8,820,502

 

評価・換算差額等  

その他有価証券

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成19年3月31日残高（千円） △4,068 △4,068 － 8,806,353

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当  △133,261

 当期純利益  143,376

 自己株式の取得  △34

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（純額） 
△26,737 △26,737 6,007 △20,730

連結会計年度中の変動額合計

（千円） 
△26,737 △26,737 6,007 △10,650

平成20年2月29日残高（千円） △30,805 △30,805 6,007 8,795,703
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日

至 平成 19 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 １日

至 平成 20 年２月 29 日）

区分  金  額（千円）  金  額（千円） 

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 801,828 282,547
減価償却費 777,209 714,826
減損損失 - 437,689
ポイント費用引当金の増減額（減少：△） 6,439 2,829
退職給付引当金の増減額（減少：△） 53,429 45,859
役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △1,245 17,249
受取利息及び受取配当金 △19,910 △27,348
支払利息 40,305 45,293
固定資産売却益 △23 △240,807
固定資産売却損 62 -
固定資産除却損 20,853 2,847
店舗等閉鎖損失 3,948 11,339
投資有価証券売却益 - △1,000
テナント退店違約金受入 △5,560 △400
出店中止損 20,445 -
たな卸資産の増減額（増加：△） △232,129 76,062
未収入金の増減額（増加：△） △88,865 129,766
仕入債務の増減額（減少：△） 2,314,083 △2,522,815
未払金の増減額（減少：△） 298,157 △319,299
預り金の増減額（減少：△） 34,534 △94,472
未払消費税等の増減額（減少：△） △38,260 34,761
役員賞与の支払額 △25,000 -
その他 53,392 64,279

        小計 4,013,696 △1,340,791

   利息及び配当金の受取額 14,433 23,015

   利息の支払額 △38,487 △44,525

   店舗等閉鎖損失の支払額 △3,948 △38

   出店中止による費用の支払額 △12,154 -

テナント退店違約金受入の受取額 200 -

   法人税等の支払額 △599,836 △314,819

    営業活動によるキャッシュ・フロー 3,373,903 △1,677,159
 

Ⅱ．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 △669,993 △1,301,469

有形固定資産の売却による収入 769 327,607

無形固定資産の取得による支出 △33,521 △61,441

投資有価証券の取得による支出 △13,566 △106,833

投資有価証券の売却による収入 - 101,700

預り保証金の返済による支出 △57,847 △82,834

預り保証金の受入による収入 - 133,181

差入保証金の差入れによる支出 △124,899 △12,770

差入保証金の回収による収入 49,317 33,766

その他 87,758 △49,779

    投資活動によるキャッシュ・フロー △761,983 △1,018,873
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 前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19年３月 31日）

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 １日

至 平成 20 年２月 29 日）

区分 金  額(千円) 金  額（千円） 

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（減少：△） △1,600,000 400,000

長期借入れによる収入 2,500,000 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △919,030 △1,105,440

自己株式の取得による支出 - △34

配当金の支払額 △133,779 △131,932

    財務活動によるキャッシュ・フロー △152,809 962,592

Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 2,459,109 △1,733,441

Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高 2,337,518 4,796,627

Ⅵ．現金及び現金同等物の期末残高 4,796,627 3,063,186
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（５）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 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年２月 29 日） 

１.連結の範囲に関

する事項 

（１）連結子会社  １社  

株式会社ジョイスサポート

（２）非連結子会社 該当なし 

（１）連結子会社 

同左 

（２）非連結子会社 

同左 

２.持分法の適用に

関する事項 

（１）持分法適用の非連結子会社 

          該当なし 

（２）持分法適用の関連会社 

          該当なし 

（１）持分法適用の非連結子会社 

同左 

（２）持分法適用の関連会社 

   同左 

３.連結子会社の事

業年度等に関す

る事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算

日と一致しております。 

同左 

４.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 

 ①有価証券 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

 ･･･決算期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し

ております。） 

  時価のないもの 

 ･･･移動平均法による原価法 

 ②たな卸資産 

 商 品 

 …生鮮食品    最終仕入原価法 

 …そ の 他    売価還元原価法 

貯蔵品…     最終仕入原価法 

 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

 ①有形固定資産 

  定率法によっております。 

  ただし、平成 10 年 4 月１日以降に取得

した建物(建物附属設備を除く)について

は、定額法によっております。 

  また、事業用定期借地権契約による借地

上の建物・構築物については、耐用年数を

定期借地権の残存期間、残存価額を零とし

た定額法によっております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物及び構築物   10 年～34 年 

什 器 備 品    ５年～10 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

②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

①有形固定資産 

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度

より、平成 19 年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

これにより、前連結会計年度と同一の方

法によった場合と比べ、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益が 9,511 千

円それぞれ減少しております。 

（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成 19 年３月

31 日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の適
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項目 前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年２月 29 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②無形固定資産 

  定額法によっております。 

  ただし、定期借地権(当該借地権を設定

している土地の改良費等)については貸借

期間を基準とした定額法によっておりま

す。 

  また、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。 

（３）重要な引当金の計上基準 

 ①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。 

 ②ポイント費用引当金 

  ポイントカード制度により発行される商

品値引券の利用に備えるため、将来利用さ

れると見込まれる額を計上しております。

 ③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の見込

額に基づき、計上しております。 

数理計算上の差異は、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

（10 年）による定率法により翌連結会計年

度から損益処理することとしております。

 ④役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

（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。 

（５）その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

  消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

用により取得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間に

わたり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。この結果、従来の方法に

比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益がそれぞれ21,782千円減少し

ております。 

 

②無形固定資産 

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

（３）重要な引当金の計上基準 

 ①貸倒引当金 

  同左 

 

 

 

 

 ②ポイント費用引当金 

  同左 

 

 

③退職給付引当金 

  同左 

 

 

 

 

 

④役員退職慰労引当金 

  同左 

 

 

（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基本

となる重要な事項 

   同左 
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項目 前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年２月 29 日） 

５．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方法は、

全面時価評価法によっております。 

 

 

同左 

 

６．のれん及び負の

のれんの償却に

関する事項 

 

 10 年間で均等償却しております。 

 

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ケ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっており

ます。 

同左 

 

８．連結決算日の変

更に関する事項 

  当社は、平成 19 年６月 26 日開催の定時株

主総会決議により、決算日を３月 31 日から

２月末日に変更いたしました。これは、同業

他社の事業年度に合わせることにより企業

比較の容易さを図ることと、たな卸し作業及

び決算関連業務の円滑化、効率化を図ること

をねらいとしております 

これに伴い、当連結会計年度は平成 19 年４

月１日から平成 20 年２月 29 日までの 11 ヶ

月となっております。 

なお、連結子会社（株式会社ジョイスサポ

ート）の決算期につきましても３月 31 日から

２月末日に変更しております。 

 

（６）表示方法の変更 
前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年２月 29 日） 

  （連結キャッシュフロー計算書） 

前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めておりました「預り保証

金の受入による収入」は、重要性が増したため、当連結

会計年度において区分掲記することに変更いたしまし

た。 

 なお、前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「預り保証金の

受入による収入」は 85,959 千円であります。 
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（７）注記事項 

 （連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年２月29日） 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 11,613,877 千円

※２ 担保資産及び担保付債務 

（１）担保に供している資産 

建物及び構築物           2,215,469千円

土 地               3,633,859千円

 計                5,849,329千円

（２）担保付債務 

短期借入金             1,220,000千円

１年内返済予定の長期借入金      758,960千円

長期借入金             2,197,140千円

  計               4,176,100 千円

 

３ 保証債務 

協同組合ベルセンターの銀行借入に対して他社(12 社)と共

同保証を行っております。       348,000 千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 12,247,100 千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

（１）担保に供している資産 

建物及び構築物           2,064,649 千円 

土 地               3,374,800 千円 

 計                5,439,450 千円 

（２）担保付債務 

短期借入金             1,320,000 千円 

１年内返済予定の長期借入金      731,050 千円 

長期借入金             2,738,570 千円 

計                4,789,620 千円 

 

３ 保証債務 

協同組合ベルセンターの銀行借入に対して他社(12 社)と共

同保証を行っております。       277,000 千円 

 
連結損益計算書関係 

前連結会計年度 

 （自 平成18年4月 1日 

  至 平成19年3月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年4月 1日 

  至 平成20年2月29日） 

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

販売促進費 490,707 千円 販売促進費 473,829 千円

包装費 154,141 千円 包装費 132,825 千円

広告費 498,215 千円 広告費 459,432 千円

給料 2,663,178 千円 給料 2,434,455 千円

雑給 2,764,629 千円 雑給 2,584,505 千円

退職給付費用 98,719 千円 退職給付費用 107,702 千円

法定福利費 493,663 千円 法定福利費 457,200 千円

租税公課 206,346 千円 租税公課 175,015 千円

地代家賃 785,177 千円 地代家賃 827,561 千円

電力料 975,567 千円 電力料 930,945 千円

清掃保安費 364,262 千円 清掃保安費 353,198 千円

減価償却費 777,209 千円 減価償却費 714,826 千円

ポイント費用引当金繰入額 79,389 千円 ポイント費用引当金繰入額 82,218 千円

※2 賃貸収入は、閉鎖事業所の敷地等の不動産賃貸収入 ※2              同  左 

   であります。  

※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 ※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

   什器備品               23千円  土  地            240,807 千円

          

※4 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 ※4          ――― 

 その他（車輌運搬具）         62 千円   

※5 固定資産除却損の主な内容は、次のとおりでありま ※5 固定資産除却損の主な内容は、次のとおりでありま

す。 す。 

建物及び構築物           13,389 千円 建物及び構築物            1,022千円

什器備品               7,119 千円 什器備品               1,465 千円

 無形固定資産                304 千円

  その他                               40 千円

無形固定資産                360 千円
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前連結会計年度 

 （自 平成18年4月 1日 

  至 平成19年3月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年4月 1日 

  至 平成20年2月29日） 

 

※6      ―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※6 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

  資産グループについて減損損失を計上いたしまし 

た。 

用途 場所（件数） 種類 金額（千円）

店舗 岩手県 

（７件） 

建物及び 

構築物 

什器備品 

土地 

リース資産 

その他 

293,743

56,448

17,297

60,054

10,144

合計  (７件)  437,689

 

（注）その他は有形固定資産のその他、無形固定資産

であります。 

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として店舗を基本単位に資産のグルーピングをして

おります。遊休資産等については、物件毎に資産のグル

ーピングをしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナス、又は継

続してマイナスとなる見込である店舗等の資産グループ

及び市場価格が帳簿価額より著しく下落している遊休資

産等については、各資産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（437,689 千円）

として特別損失に計上しております。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却

価額により測定しており、正味売却価額については、主

として不動産鑑定評価額に基づいて算定しております。

  

(連結株主資本等変動計算書関係) 

 前連結会計年度（自 平成 18 年 4月 1日 至 平成 19 年 3月 31 日） 

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式  

普通株式（注 1）（株） 5,552,600 5,552,600 － 11,105,200

 合計 5,552,600 5,552,600 － 11,105,200

自己株式  

普通株式（注 2）（株） 50 50 － 100

 合計 50 50 － 100

（注）1. 発行済株式総数の増加は、平成 18 年 4 月 1日付で行った当社普通株式 1株を 2株にする株式分割によるも

のであります。 

2. 自己株式数の増加は、平成 18 年 4月 1 日付で行った当社普通株式 1株を 2株にする株式分割によるもので 

あります。 

 

 2. 配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 

決議 株式の種類 

配当金の 

総  額 

（千円） 

1 株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 18 年 6月 23 日

定時株主総会 
普通株式 133,261 24 平成 18 年 3月 31 日 平成 18 年 6月 24 日
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   (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの  

   平成 19 年 6月 26 日開催の第 66 回定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。 

決議 
株式の種

類 
配当の原資

配 当 金

の総額 

（千円）

1株当たり

 配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 19 年 6月 26 日

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 133,261 12 平成19年3月31日 平成19年6月27日

 

当連結会計年度（自 平成 19 年 4月 1日 至 平成 20 年 2月 29 日） 

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式  

普通株式（株） 11,105,200 － － 11,105,200

 合計 11,105,200 － － 11,105,200

自己株式  

普通株式（注）（株） 100 68 － 168

 合計 100 68 － 168

（注）自己株式数の増加は、単元未満株の買取請求によるものであります。 

 

 

2. 新株予約権に関する事項 
目的となる株式の数（株） 

会社名 内訳 
目的となる 

株式の種類 
前連結会計 

年度末 
増加 減少 

当連結会

計年度末 

当連結会計

年度末残高

（千円） 

提出会社 

ストック・

オプション

としての新

株予約権 

普通株式 － 6,007 

合      計 － 6,007 

  （注）権利行使期間の初日が到来しているものはありません。 

 

 3. 配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 

決議 株式の種類 

配当金の 

総  額 

（千円） 

1 株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 19 年 6月 26 日

定時株主総会 
普通株式 133,261 12 平成 19 年 3月 31 日 平成 19 年 6月 27 日

 

   (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの  

   平成 20 年 5月 27 日開催の第 67 回定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。 

決議 
株式の種

類 
配当の原資

配 当 金

の総額 

（千円）

1株当たり

 配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 20 年 5月 27 日

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 133,260 12 平成20年2月29日 平成20年5月28日

 

（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18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年２月29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 

（平成 19 年３月 31 日現在） 

現金及び預金           4,844,127 千円 

預入期間が 3 ケ月を超える 

定期預金            △  47,500 千円 

現金及び現金同等物        4,796,627 千円 

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 

（平成 20 年２月 29 日現在） 

現金及び預金           3,160,686 千円 

預入期間が 3 ケ月を超える 

定期預金            △  97,500 千円 

現金及び現金同等物        3,063,186 千円 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成18年４月１ 日 

  至 平成19年３月31日） 

(自 平成19年４月 １日 

至 平成20年２月29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 ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相 

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 什器備品 その他 

（ソフトウェア）

計 

 （千円） （千円） （千円） 

取得価額相当額 1,725,914 70,460 1,796,374

減価償却累計額 

相当額 
991,991 44,590 1,036,581

減損損失累計額 

相当額 
48,408 2,427 50,836

期末残高相当額 685,514 23,442 708,957 

 什器備品 その他 

（ソフトウェア） 

計 

 （千円） （千円） （千円） 

取得価額相当額 1,318,203 61,280 1,379,483

減価償却累計額

相当額 
847,031 47,401 894,432

減損損失累計額

相当額 
107,054 2,427 109,481

期末残高相当額 364,118 11,451 375,569 
(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が (注)         同   左 

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及びリース資産 ②未経過リース料期末残高相当額及びリース資産 

 減損勘定期末残高  減損勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 

1 年 内 308,021 千円 1 年 内 216,290 千円

1 年 超 424,293 千円 1 年 超 231,002 千円

計 732,315 千円 計 447,292 千円

リース資産減損勘定期末残高            23,358 千円 リース資産減損勘定期末残高            71,722 千円

  

(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース (注)         同   左 

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、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

支払リース料                         362,863 千円

リース資産減損勘定の取崩額            13,361 千円

減価償却費相当額                    349,501 千円

減損損失                         － 千円

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

支払リース料                         285,022千円

リース資産減損勘定の取崩額            11,690 千円

減価償却費相当額                     273,332千円

減損損失                              60,054千円

④減価償却費相当額の算定方法 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          同   左 

定額法によっております。  
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 （有価証券関係） 

前連結会計年度 

1.その他有価証券で時価のあるもの(平成 19 年 3月 31 日現在) 

連結貸借対照表  
取 得 原 価（千円） 

計上額（千円） 
差 額（千円） 

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)   

(1)株  式     54,541     59,557       5,015 

(2)債  券  

国債・地方債等         -         -          - 

社  債         -         -          - 

そ の 他         -         -          - 

(3)そ の 他         -         -         - 

小  計     54,541     59,557       5,015 

(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    158,778     148,841     △9,937 

(2)債  券  

国債・地方債等         -         -           - 

社  債         -    -          - 

そ の 他         -         -          - 

(3)そ の 他         -         -          - 

小  計    158,778    148,841     △9,937 

合 計    213,320   208,398      △4,921 

 

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成 19 年３月 31 日現在) 

（1）その他有価証券 

非上場株式                          14,193 千円 

投資事業有限責任組合への出資                 13,086 千円 
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当連結会計年度 

1.その他有価証券で時価のあるもの(平成 20 年２月 29 日現在) 

連結貸借対照表  
取 得 原 価（千円） 

計上額（千円） 
差 額（千円） 

(連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの)   

(1)株  式 57,844 59,472 1,627 

(2)債  券  

国債・地方債等         -        -          - 

社  債         -        -          - 

そ の 他         -        -          - 

(3)そ の 他         -        -         - 

小  計 57,844 59,472 1,627 

(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 161,609 111,193 △50,415 

(2)債  券  

国債・地方債等         -        -         - 

社  債         -        -         - 

そ の 他         -        -          - 

(3)そ の 他         -        -          - 

小  計 161,609 111,193 △50,415 

合 計 219,453 170,666 △48,787 

 

 

 

 

2.時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成 20 年２月 29 日現在) 

(1)その他有価証券 

非上場株式    14,193 千円 

   投資事業有限責任組合への出資             11,869 千円 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

  前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自 平成

19 年４月１日  至 平成 20 年２月 29 日） 

当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいてもデリバティブ取引を利用

しておりませんので、該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

 

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、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。 

 

2.退職給付債務に関する事項 
 前連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 20 年２月 29 日） 

イ.退職給付債務 

ロ.年金資産 

△1,127,722 千円

－千円

△1,147,629 千円

－千円

ハ.未積立退職給付債務（イ＋ロ） 

ニ.未認識数理計算上の差異 

ホ.未認識過去勤務債務 

△1,127,722 千円

83,500 千円

－千円

△1,147,629 千円

57,548 千円

－千円

ヘ.連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ） 

ト.前払年金費用 

△1,044,222 千円

－千円

△1,090,081 千円

－千円

チ.退職給付引当金（へ－ト） △1,044,222 千円 △1,090,081 千円

 

3.退職給付費用に関する事項 
 前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年２月 29 日）

イ.勤務費用 

ロ.利息費用 

ハ.期待運用収益 

ニ.数理計算上の差異の損益処理額 

ホ.過去勤務債務の費用処理額 

71,400 千円

20,372 千円

－千円

6,946 千円

－千円

71,441 千円

20,555 千円

－千円

15,706 千円

－千円

へ.退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 98,719 千円 107,702 千円

 

4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年２月 29 日）

イ.退職給付見込額の期間配分方法 

ロ.割引率 

ハ.数理計算上の差異の処理年数 

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定率法により、翌連結会計年度から

損益処理することとしております。） 

期間定額基準 

2.0％ 

10 年 

 

同左 
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（ストック・オプション等関係） 

 

前連結会計年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

 決算短信等における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

当連結会計年度（自平成 19 年４月１日 至平成 20 年２月 29 日） 

１． ストック・オプションにかかる当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の給料    6,007 千円 

 

２． ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストック・オプションの内容 
 平成 14 年 

ストック・オプション 

平成 19 年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人

数 

取締役 ７名 

当社従業員の管理職のうち会社が定め

る者 74 名 

当社従業員 50 名 

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数（注）

１、２ 

普通株式 552,000 株 普通株式 302,000 株 

付与日 平成 14 年７月 23 日 平成 19 年５月１日 

権利確定条件 権利行使時においても当社取締役又は

従業員であることを要する。 

権利行使時においても当社従業員であ

ることを要する。 

対象勤務期間 定めておりません。 平成 19 年５月１日～ 

平成 20 年６月 23 日 

権利行使期間 平成 16 年６月 27 日～ 

平成 19 年６月 26 日 

平成 20 年６月 24 日～ 

平成 23 年６月 22 日 

（注）１ 株式数に換算して記載しております。 

   ２ 平成 18 年２月 14 日開催の取締役会決議に基づき、平成 18 年４月１日付をもって普通株式１株を２株

に分割しております。これにより付与数が調整されております。 

 

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

 平成 14 年 

ストック・オプション 

平成 19 年 

ストック・オプション 

権利確定前（株）   

  前連結会計年度末 

  付与 － 302,000

  失効 － 6,000

  権利確定 － －

未確定残 － 296,000

権利確定後（株）  

  前連結会計年度末 540,000 －

  権利確定 － －

  権利行使 － －

  失効 540,000 －

  未行使残 － －

②単価情報 

権利行使価格（円） 600 547

行使時平均株価（円） － －

付与日における公正な

評価単価（円） 

－ 29

 

 

 

 

 



㈱ジョイス(8080) 平成 20 年 2月期決算短信 

 26

 

３． ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度において付与された平成 19 年ストック・オプションについての公正な評価単価の

見積方法は以下のとおりであります。 

（１）使用した評価方法         

ブラック＝ショールズ式 

（２）主な基礎数値及び見積方法 

 平成 19 年ストック・オプション 

株価変動性  （注）１ 15.1％

予想残存期間 （注）２ ２年８ヶ月

予想配当   （注）３ 12 円／株

無リスク利子率（注）４ 0.92％
（注）１．２年８ヶ月間（平成 16 年８月から平成 19 年４月まで）の株価実績に基づき算定しております。 

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使さ

れるものとして推定して見積っております。 

３．平成 19 年３月期の配当実績によっております。 

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

 

４． ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を

採用しております。 

 

（企業結合等関係） 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自 平成

19 年４月１日  至 平成 20 年２月 29 日） 

 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。） 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
(平成 19 年３月 31 日) 

当連結会計年度 
(平成 20 年２月 29 日) 

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な 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 原因別の内訳 
  

繰延税金資産  繰延税金資産  

未払事業税 12,744 千円 未払事業税 15,776 千円

ポイント費用引当金 32,073 千円 ポイント費用引当金 33,216 千円

退職給付引当金 421,865 千円 退職給付引当金 440,392 千円

役員退職慰労引当金 52,507 千円 役員退職慰労引当金 59,476 千円

減価償却超過額 76,498 千円 減価償却超過額 90,458 千円

減損損失 63,301 千円 減損損失 228,469 千円

その他有価証券評価差額金 2,750 千円 その他有価証券評価差額金 20,881 千円

その他 20,440 千円 その他 22,112 千円

繰延税金資産小計 682,183 千円 繰延税金資産小計 910,784 千円

 評価性引当額 △12,730 千円  評価性引当額 △19,309 千円

繰延税金資産合計 669,453 千円 繰延税金資産合計 891,474 千円

繰延税金負債 繰延税金負債 

土地圧縮積立金 △104,524 千円 土地圧縮積立金 △104,524 千円

土地評価益 △188,877 千円 土地評価益 △184,440 千円

その他 △5,257 千円 その他 △7,253 千円

繰延税金負債合計 △298,659 千円 繰延税金負債合計 △296,218 千円

繰延税金資産の純額 370,793 千円 繰延税金資産の純額 595,256 千円

  

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 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要な項目別の内訳 率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

  内訳  

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下のため

記載を省略しております。 

 法定実効税率              40.4％ 

 （調整） 

 留保金課税                2.0％ 

 住民税均等割等              4.7％ 

 受取配当金等永久に益金に        △2.1％ 

算入されない項目  

交際費等永久に損金に算入されない項目   2.9％ 

評価性引当額の増加額           2.4％ 

その他                 △1.0％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率   49.3％ 

 

(セグメント情報) 

 

１．事業の種類別セグメント情報 

   前連結会計年度(自平成 18 年４月 1日 至平成 19 年３月 31 日)及び当連結会計年度(自平成 19 年４ 

月１日 至平成 20 年２月 29 日) 

当社及び連結子会社は、食料品、家庭日用雑貨及び衣料品等を一般消費者に販売する小売業を営

んでおり、当該セグメントの売上高及び営業利益が、それぞれ全セグメントの売上高合計及び営業 

利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の 90％を超えており、他に開示の対象とすべきセ

グメントが存在しませんので記載を省略しております。 

 

２．所在地別セグメント情報 

   前連結会計年度(自平成 18 年４月 1日 至平成 19 年３月 31 日)及び当連結会計年度(自平成 19 年４ 

月１日 至平成 20 年２月 29 日) 

本国以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社がないため該当事項はありません。 
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３．海外売上高 

前連結会計年度(自平成 18 年４月 1 日 至平成 19 年３月 31 日)及び当連結会計年度(自平成 19 年４

月１日 至平成 20 年２月 29 日) 

海外売上高はないため該当事項はありません。 

 

(関連当事者との取引) 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３月 31 日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属 性 
会社等

の名称 
住 所 

資 本 金

又は 

出資金 

事業の

内容又

は職業

議決権等

の 所 有

（ 被 所

有）割合
役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

取引の

内 容 
取引金額 科目 期末残高

損害保 被所有 兼  任 土地の 土地の 千円 

険代理 直接 2 名 賃 借 賃 借 6,600 

業 34.3％  損害保険 損害保  

   取引 険支払 17,889 

      

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等 

㈱謙徳 岩 手 県

盛 岡 市 

千円 

100,000 

      

 

前払費用 

 

前払費用 

長期前払

費用 

千円

550

9,871

9,527

被所有 兼 任 千円 千円

直接 1 名 - -

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等 

(有)セキ

興産 

岩 手 県

盛 岡 市 

千円 

100,000 

不 動 産

賃貸業 

7.78％  

土 地 の

賃   借

土地の

賃 借 

土地の

購  入 

4,298 

125,000 - -

（注）1.取引金額、期末残高には消費税等は含まれておりません。 

2.取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)土地の賃借料は、不動産鑑定士の鑑定書に基づき決定しております。 

(2)土地の購入価格については、鑑定評価額を勘案して、交渉のうえ決定しております。 

(3)保険取引については、一般取引条件と同様に決定しております。 

3.㈱謙徳は「主要株主（会社等）」及び「その他の関係会社（当該その他の関係会社の親会社を含む）」にも 

該当しております。 

 

当連結会計年度（自 平成 19 年４月 1日  至 平成 20 年２月 29 日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属 性 
会 社 等

の名称 
住 所 

資 本 金

又は 

出資金 

事 業 の

内 容 又

は職業 

議決権等

の 所 有

（ 被 所

有）割合
役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

取引の

内 容 
取引金額 科目 

期末残

高 

役員及び ㈱謙徳 岩手県 千円 損害保 被所有 兼任 土地の 土地の 千円 千円

その近親  盛岡市 100,000 険代理 直接 2 名 賃 借 賃 借 6,050 前払費用 550

者が議決    業 34.3％ 損害保険 損害保   

権の過半      取引 険支払 16,345 前払費用 10,318

数を所有         長期前払 793

している          費用 

会社等          

（注）1.取引金額、期末残高には消費税等は含まれておりません。 

2.取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)土地の賃借料は、不動産鑑定士の鑑定書に基づき決定しております。 

(2)保険取引については、一般取引条件と同様に決定しております。 

3.㈱謙徳は「主要株主（会社等）」及び「その他の関係会社（当該その他の関係会社の親会社を含む）」にも 

該当しております。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 20 年２月 29 日） 

１株当たり純資産額        793 円 00 銭 

 

１株当たり当期純利益金額      41 円 64 銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。 

１株当たり純資産額        791 円 51 銭 

 

１株当たり当期純利益金額      12 円 91 銭 

 

同左 

 

 

 (注)1.１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 前連結会計年度 当連結会計年度 

 (自 平成 18 年４月１日 (自 平成 19 年４月 1日 

 至 平成 19 年３月 31 日) 至 平成 20 年２月 29 日) 

１株当たり当期純利益金額   
 当期純利益（千円）     462,397 143,376

 普通株主に帰属しない金額（千円）           -           - 

 普通株式に係る当期純利益（千円）     462,397 143,376

 普通株式の期中平均株式数（株） 11,105,100 11,105,090
   
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 新株予約権 1 種類（潜在 新株予約権 1 種類（潜在 

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった 株式の数 540,000 株） 株式の数 296,000 株) 

潜在株式の概要   

2.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  
 前連結会計年度末 

（平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度末 

（平成 20 年２月 29 日） 

純資産の部の合計額（千円） 8,806,353 8,795,703

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） -    6,007

（うち新株予約権） -     6,007

普通株主に係る期末の純資産額（千円） 8,806,353 8,789,696

1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 

普通株式の数（株） 
11,105,100 11,105,032

3.株式分割について 
前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

     至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 

     至 平成 20 年２月 29 日） 

当社は平成18年４月１日付で当社普通株式１株を２

株にする株式分割を行っております。 

当該株式の分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前連結会計年度における１株当たり情報は、次のとお

りであります。 

１株当たり純資産額      766 円 40 銭 

１株当たり当期純利益金額    31 円 62 銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため、記載しておりません。 
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（重要な後発事象） 
前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

     至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 

     至 平成 20 年２月 29 日） 

当社は、岩手県盛岡市に保有する土地を遊休資産の整

理のため譲渡いたしました。 

概要は以下のとおりであります。 

①譲渡先        青山商事株式会社 

②譲渡資産の種類・面積 土地（2,166 ㎡） 

 ③契約書締結日     平成 19 年 5 月 2日 

 ④譲渡価額       327,607 千円 

 上記固定資産の譲渡により生ずる固定資産売却益

240,807千円を平成20年2月期の特別利益に計上する予

定であります。 
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５.個別財務諸表等 

（1）貸借対照表                                      
前事業年度 当事業年度  

 （平成 19 年 3 月 31 日） （平成 20 年 2 月 29 日） 

区分 金  額（千円） 
構成比

（％）
金  額(千円) 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ.流動資産     

1.現金及び預金 4,649,972  3,042,441  

2.売掛金 24,234  19,911  

3.商品 2,207,286  2,128,631  

4.貯蔵品 41,752  42,413  

5.前払費用 95,844  131,539  

6.繰延税金資産 55,803  59,523  

7.未収入金 476,983  314,883  

8.その他 94,977  97,468  

  貸倒引当金 △1,000  △1,000  

流動資産合計 7,645,855 34.3 5,835,813 28.1

Ⅱ.固定資産     

1.有形固定資産     ※1     

(1)建物        ※2 6,107,501 5,468,643 

(2)構築物 522,389 438,391 

(3)車両運搬具 1,750 1,141 

(4)什器備品 515,120 407,842 

(5)土地               ※2 4,883,559 4,790,444 

(6)建設仮勘定 11,445 1,126,520 

有形固定資産合計 12,041,766 54.0 12,232,984 58.9

2.無形固定資産  

(1)借地権 365,608  349,157  

(2)ソフトウェア 61,949  85,876  

(3)電話加入権 16,487  16,487  

(4)施設利用権 23,260  27,085  

無形固定資産合計 467,306 2.1 478,607 2.3

3.投資その他の資産  

（1)投資有価証券      235,677 196,729 

（2)関係会社株式 21,000 21,000 

(3)出資金 136,948 136,948 

(4)長期貸付金 30,731 24,859 

(5)長期前払費用 60,830 43,228 

(6)繰延税金資産 501,679 716,812 

(7)差入保証金 1,159,087 1,081,200 

(8)その他         200 200 

投資その他の資産合計 2,146,154 9.6 2,220,978 10.7

固定資産合計 14,655,227 65.7 14,932,570 71.9

資 産 合 計 22,301,082 100.0 20,768,383 100.0
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前事業年度 当事業年度  

（平成 19 年３月 31 日） （平成 20 年２月 29 日） 

区分 金  額（千円） 
構成比

（％）
金  額(千円) 

構成比

（％）

(負債の部)     

Ⅰ.流動負債     

1.買掛金 4,794,238  2,353,614  

2.短期借入金    ※2 2,070,000  2,470,000  

3.1 年内返済予定の 

長期借入金     ※2  
1,184,420 1,200,350 

4.未払金 1,088,673  769,850  

5.未払費用 233  739  

6.未払法人税等 120,000  168,000  

7.未払消費税等 54,773  89,492  

8.預り金 291,302  216,925  

9.ポイント費用引当金 79,389  82,218  

10.その他 119,384 111,028 

流動負債合計  9,802,413 44.0  7,462,219 35.9

Ⅱ.固定負債     

1.長期借入金     ※2 2,197,140 2,875,770 

2.退職給付引当金 1,039,652 1,084,098 

3.役員退職慰労引当金 129,969 147,218 

4.預り保証金 507,024 551,776 

5.その他 35,964 84,414 

固定負債合計 3,909,750 17.5 4,743,278 22.9

負債合計 13,712,164 61.5 12,205,497 58.8

（純資産の部）  

Ⅰ.株主資本  

 1.資本金 1,052,272 4.7 1,052,272 5.1

2.資本剰余金  

(1)資本準備金 968,809 968,809  

資本剰余金合計 968,809 4.3 968,809 4.7

 3.利益剰余金    

(1)利益準備金 168,000 168,000  

(2)その他利益剰余金  

退職積立金 395,000 395,000  

配当平均積立金 270,000 270,000  

土地圧縮積立金 154,199 154,199  

別途積立金 4,965,000 5,275,000  

繰越利益剰余金 619,760 304,493  

利益剰余金合計 6,571,959 29.5 6,566,692 31.6

 4.自己株式 △54 △0.0 △89 △0.0

株主資本合計 8,592,986 38.5 8,587,684 41.4

Ⅱ.評価・換算差額等  

1.その他有価証券評価差

額金 
△4,068 △0.0 △30,805 △0.2

評価・換算差額等合計 △4,068 △0.0 △30,805 △0.2

Ⅲ.新株予約権 - - 6,007 0.0

純資産合計 8,588,918 38.5 8,562,885 41.2

負債純資産合計 22,301,082 100.0 20,768,383 100.0
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（2）損益計算書                                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 （自 平成 19 年４月 １日 

 

  至 平成 19 年３月 3１日）  至 平成 20 年２月 29 日） 

区分 金  額（千円） 
百分比

（％）
金  額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  52,911,822 100.0  48,167,833 100.0

Ⅱ 売上原価  40,605,292 76.7  37,066,373 77.0

売上総利益 12,306,529 23.3 11,101,460 23.0

Ⅲ 営業収入 388,792 0.7 384,687 0.8

営業総利益 12,695,322 24.0 11,486,147 23.8

Ⅳ 販売費及び一般管理費  11,993,658 22.7 11,169,289 23.1

営業利益 701,664 1.3 316,858 0.7

Ⅴ 営業外収益  

 1.受取利息 7,573  10,349  

 2.受取配当金 12,060  16,447  

3.賃貸収入      ※1 74,110 73,283  

 4.データ処理料 16,550 -  

 5.その他 52,545 162,840 0.3 86,219 186,299 0.3

Ⅵ 営業外費用  

 1.支払利息 40,305 45,293  

 2.その他 5,407 45,712 0.1 3,426 48,719 0.1

  経常利益 818,791 1.5 454,438 0.9

Ⅶ 特別利益  

 1.固定資産売却益   ※2 23 240,807  

 2.投資有価証券売却益 - 1,000  

 3.テナント退店違約金受入 5,560 5,583 0.0 400 242,207 0.5

Ⅷ 特別損失  

 1.固定資産売却損   ※3 62 -  

 2.固定資産除却損   ※4 20,853 2,742  

3.店舗等閉鎖損失    4,003 11,344  

 4.減損損失      ※5 - 426,707  

5.出店中止損      20,445 45,365 0.1 - 440,794 0.9

税引前当期純利益 779,009 1.4 255,851 0.5

法人税、住民税及び事業税 341,666 328,585  

法人税等調整額 △8,414 333,251 0.6 △200,728 127,857 0.2

当期純利益 445,757 0.8 127,994 0.3
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(3)株主資本等変動計算書 

前事業年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日）     
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 

利益 

準備金 

その他利益

剰余金（※）

利益剰余

金合計 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

平成18年3月31日 

残高(千円) 
1,052,272 968,809 968,809 168,000 6,116,462 6,284,462 △54 8,305,489

事業年度中の 

変動額 

    

  別途積立金の 

積立（注） 

  
- -  -

 剰余金の配当

（注） 

  
△133,261 △133,261  △133,261

 役員賞与（注）   △25,000 △25,000  △25,000

 当期純利益   445,757 445,757  445,757

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

    

事業年度中の変動

額合計 

(千円) 

- - - - 287,496 287,496 - 287,496

平成19年3月31日 

残高(千円) 
1,052,272 968,809 968,809 168,000 6,403,958 6,571,959 △54 8,592,986

 

評価・換算差額等  

その他有価証券

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年3月31日残高（千円） 29,685 29,685 8,335,175

事業年度中の変動額 

 別途積立金の積立（注） -

 剰余金の配当（注） △133,261

 役員賞与（注） △25,000

 当期純利益 445,757

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額）
△33,753 △33,753 △33,753

事業年度中の変動額合計

（千円） 
△33,753 △33,753 253,743

平成19年3月31日残高（千円） △4,068 △4,068 8,588,918

 

（※）その他利益剰余金の内訳 

 退職積立

金 

配当平均 

積立金 

土地圧縮

積立金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 
合計 

平成18年3月31日残高（千円） 395,000 270,000 154,199 4,755,000 542,263 6,116,462

事業年度中の変動額   

 別途積立金の積立（注）  210,000 △210,000 -

 剰余金の配当 (注)  △133,261 △133,261

 役員賞与 （注）  △25,000 △25,000

 当期純利益  445,757 445,757

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額）
    

事業年度中の変動額合計

（千円） 
- - - 210,000 77,496 287,496

平成19年3月31日残高（千円） 395,000 270,000 154,199 4,965,000 619,760 6,403,959

(注) 平成 18 年 6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当事業年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年２月 29 日）     
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

資本剰余

金合計 

利益 

準備金 

その他利益

剰余金（※）

利益剰余

金合計 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

平成19年3月31日 

残高(千円) 
1,052,272 968,809 968,809 168,000 6,403,959 6,571,959 △54 8,592,986

事業年度中の 

変動額 

    

  別途積立金の 

積立 

  
- -  -

 剰余金の配当   △133,261 △133,261  △133,261

 当期純利益   127,994 127,994  127,994

自己株式の取得    △34 △34

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

    

事業年度中の変動

額合計 

(千円) 

- - - - △5,266 △5,266 △34 △5,301

平成20年2月29日 

残高(千円) 
1,052,272 968,809 968,809 168,000 6,398,692 6,566,692 △89 8,587,684

 

評価・換算差額等  

その他有価証券

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成19年3月31日残高（千円） △4,068 △4,068 - 8,588,918 

事業年度中の変動額  

 別途積立金の積立 - 

 剰余金の配当 △133,261 

 当期純利益 127,994 

 自己株式の取得 △34 

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額） 

△26,737 △26,737 6,007 △20,730 

事業年度中の変動額合計

（千円） 
△26,737 △26,737 6,007 △26,032 

平成20年2月29日残高（千円） △30,805 △30,805 6,007 8,562,885 

 

（※）その他利益剰余金の内訳 

 退職積立

金 

配当平均 

積立金 

土地圧縮

積立金 
別途積立金

繰越利益 

剰余金 
合計 

平成19年3月31日残高（千円） 395,000 270,000 154,199 4,965,000 619,760 6,403,959

事業年度中の変動額   

 別途積立金の積立  310,000 △310,000 -

 剰余金の配当  △133,261 △133,261

 当期純利益  127,994 127,994

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額）
    

事業年度中の変動額合計

（千円） 
 310,000 △315,266 △5,266

平成20年2月29日残高（千円） 395,000 270,000 154,199 5,275,000 304,493 6,398,692
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（4）重要な会計方針 
項目 前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年２月 29 日） 

１．有価証券の評価

基準及び評価方法 

（１）子会社株式 

 …移動平均法による原価法 

（２）その他有価証券 

 ①時価のあるもの 

 …期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

しております。） 

 ②時価のないもの 

 …移動平均法による原価法 

（１）子会社株式 

同左 

（２）その他有価証券 

 ①時価のあるもの 

同左 

 

 

 

②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 

 

（１）商  品  

生鮮食品…最終仕入原価法 

そ の 他…売価還元原価法 

（２）貯 蔵 品…最終仕入原価法 

（１）商  品  

   同左 

 

（２）貯 蔵 品  

   同左 

３．固定資産の減価

償却の方法 

（１）有形固定資産 

 …定率法によっております。 

ただし、平成 10 年 4月１日以降に取得

した建物(建物附属設備を除く)について

は、定額法によっております。 

また、事業用定期借地権契約による借地

上の建物・構築物については、耐用年数を

定期借地権の残存期間、残存価額を零とし

た定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

   建 物…   10 年～34 年

   構 築 物…   10 年～20 年

   什 器 備 品…    5 年～10 年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）無形固定資産 

 …定額法によっております。 

ただし、定期借地権(当該借地権を設定

している土地の改良費等)については、賃

借期間を基準とした定額法によっており

ます。 

（１）有形固定資産 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

平成 19年４月１日以降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

減価償却の方法に変更しております。 

これにより、前事業年度と同一の方法に

よった場合と比べ、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が 9,411 千円それぞれ

減少しております。 

（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成 19 年３月

31 日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上してお

ります。この結果、従来の方法に比べ、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益が

それぞれ 21,782 千円減少しております。 

 

（２）無形固定資産 

   同左 
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項目 前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年２月 29 日） 

また、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。 

（３）長期前払費用 

 …定額法によっております。 

 

 

 

（３）長期前払費用 

   同左 

４．引当金の計上基

準 

（１）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。 

（２）ポイント費用引当金 

ポイントカード制度により発行される商

品値引券の利用に備えるため、将来利用さ

れると見込まれる額を計上しております。

（３）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の見込額に基づき計

上しております。 

数理計算上の差異は、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

（10 年）による定率法により翌期から損益

処理することとしております。 

（４）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

（１）貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

（２）ポイント費用引当金 

   同左 

 

 

 

（３）退職給付引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

（４）役員退職慰労引当金 

   同左 

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

基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理は、税抜方式によって

おります。 

   同左 

 

（5）表示方法の変更 
前事業年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 20 年２月 29 日） 

前事業年度において、営業外収益の「その他の営業外

収益」に含めておりました「データ処理料」は、金額の

重要性が増したため、当事業年度においては、区分掲記

しております。なお、前事業年度の営業外収益の「その

他」に含めておりました「データ処理料」は 14,707 千円

であります。 

 前事業年度において、営業外収益の「データ処理料」

は、区分掲記しておりましたが、当事業年度においては

金額の重要性が低いため、営業外収益の「その他」に含

めております。なお、当事業年度の「データ処理料」は、

15,499 千円であります。 
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注記事項 
 
（貸借対照表関係）  

前事業年度 

(平成 19 年 3 月 31 日現在) 

当事業年度 

(平成 20 年 2 月 29 日現在) 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

11,602,448 千円

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

12,234,629 円

  

※2 担保資産及び担保付債務 ※2 担保資産及び担保付債務 

(1)担保に供している資産 (1)担保に供している資産 

建   物 2,215,469 千円 建   物 2,064,649 千円

土   地 3,295,410 千円 土   地 3,036,351 千円

計   5,510,880 千円 計   5,101,001 千円

(2)担保付債務      (2)担保付債務      

短期借入金            1,220,000 千円 短期借入金             1,320,000 千円

１年内返済予定の長期借入金     758,960千円

長期借入金           2,197,140 千円

計             4,176,100 千円

１年内返済予定の長期借入金      731,050 千円

長期借入金            2,738,570 千円

計          4,789,620 千円

3 保証債務 3 保証債務 

協同組合ベルセンターの銀行借入に 

対する他社(13社)との共同保証債務 

348,000 千円 協同組合ベルセンターの銀行借入に 

対する他社(13社)との共同保証債務 

277,000 千円
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（損益計算書関係）  

前事業年度 当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年２月29日) 

※1      同  左 ※1 賃貸収入は、閉鎖事業所の敷地等の不動産賃貸収入

であります。  

  

※2 固定資産売却益の主な内容 ※2 固定資産売却益の主な内容 

   什器備品             23 千円  土  地          240,807 千円

             

※3 固定資産売却損の主な内容      

車両運搬具           62 千円 ※3          ――― 

  

※4 固定資産除却損の主な内容 

建物              13,167 千円

構築物               222 千円

什器備品             7,119 千円

車両運搬具             40 千円

ソフトウエア            304 千円

※4 固定資産除却損の主な内容 

建物                167 千円

構築物               855 千円

什器備品             1,360 千円

ソフトウエア            360 千円

※5 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしました。 

用途 場所（件数） 種類 金額 

（千円） 

店舗 岩手県 

（７件） 

建物 

構築物 

車両運搬具 

什器備品 

土地 

リース資産 

無形固定資産 

273,648

20,095

174

56,448

6,315

60,054

9,970

合計 （７件）  426,707

 

 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位とし

て店舗を基本単位に資産のグルーピングをしております。

遊休資産等については、物件毎に資産のグルーピング

をしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナス、又は継

続してマイナスとなる見込である店舗等の資産グループ

及び市場価格が帳簿価額より著しく下落している遊休資

産等については、各資産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（426,707 千円）

として特別損失に計上しております。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却

価額により測定しており、正味売却価額については、主

として不動産鑑定評価額に基づいて算定しております。
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（株主資本等変動計算書関係） 

 前事業年度（自 平成 18 年 4月 1日 至 平成 19 年 3月 31 日） 

1.自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

自己株式  

普通株式（株）（注） 50 50 － 100

 合計 50 50 － 100

  （注）自己株式数の増加は、平成 18 年 4月 1日付で行った当社普通株式 1株を 2株にする株式分割によるもの 

であります。 

 
当事業年度（自 平成 19 年 4月 1日 至 平成 20 年 2月 29 日） 

1.自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

自己株式  

普通株式（株）（注） 100 68 － 168

 合計 100 68 － 168

  （注）自己株式数の増加は、単元未満株の買取請求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18年４月 １ 日 

  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

(自 平成19年４月 １ 日 

至 平成20年２月29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 ①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相 

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 什器備品 その他 

（ソフトウェア）

計 

 （千円） （千円） （千円） 

取得価額相当額 1,725,914 70,460 1,796,374

減価償却累計額 

相当額 
991,991 44,590 1,036,581

減損損失累計額 

相当額 
48,408 2,427 50,836

期末残高相当額 685,514 23,442 708,957 

 什器備品 その他 

（ソフトウェア） 

計 

 （千円） （千円） （千円） 

取得価額相当額 1,318,203 61,280 1,379,483

減価償却累計額

相当額 
847,031 47,401 894,432

減損損失累計額

相当額 
107,054 2,427 109,481

期末残高相当額 364,118 11,451 375,569 
(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が (注)            同   左 

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及びリース資産減損

勘定期末残高 

②未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 

1 年 内 308,021 千円 1 年 内 216,290 千円

1 年 超 424,293 千円 1 年 超 231,002 千円

計 732,315 千円 計 447,292 千円

リース資産減損勘定期末残高      23,358 千円 リース資産減損勘定期末残高     71,722 千円

  

(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース (注)            同   左 

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、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

支払リース料                        362,863千円

リース資産減損勘定の取崩額           13,361千円

減価償却費相当額                    349,501千円

減損損失                                 －千円

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

支払リース料             285,022 千円

リース資産減損勘定の取崩額       11,690 千円

減価償却費相当額           273,332 千円

減損損失                  60,054 千円

  

④減価償却費相当額の算定方法 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               同   左 

定額法によっております。 

 

 

 

（有価証券関係） 

前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連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 19 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 20 年２月 29 日） 

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な 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  原因別の内訳 

(繰延税金資産) (繰延税金資産) 

未払事業税 12,403 千円 未払事業税 14,831 千円

ポイント費用引当金 32,073 千円 ポイント費用引当金 33,216 千円

退職給付引当金 420,019 千円 退職給付引当金 437,975 千円

役員退職慰労引当金 52,507 千円 役員退職慰労引当金 59,476 千円

減価償却超過額 76,498 千円 減損損失 228,469 千円

減損損失 63,301 千円 その他有価証券評価差額金 20,881 千円

その他有価証券評価差額金 2,750 千円 減価償却超過額 90,458 千円

その他  20,440 千円 その他  22,112 千円

繰延税金資産小計 679,995 千円 繰延税金資産小計 907,423 千円

評価性引当額 △ 12,730 千円 評価性引当額 △19,309 千円

 繰延税金資産合計 667,265千円    繰延税金資産合計 888,113 千円

(繰延税金負債)  (繰延税金負債)  

土地圧縮積立金 △104,524 千円 土地圧縮積立金 △104,524 千円

その他 △  5,257 千円 その他  △7,253 千円

繰延税金負債合計 △109,782 千円 繰延税金負債合計 △111,777 千円

繰延税金資産の純額  557,483 千円 繰延税金資産の純額  776,335 千円

  

  

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 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要な項目別の  負担率との差異の原因となった主要な項目別の 

 内訳   内訳  

 法定実効税率                40.4％ 

(調整) 

留保金課税                0.7％ 

住民税均等割等              1.8％ 

受取配当金等永久に益金に算             △0.6％ 

入されない項目 

その他                  0.5％ 

税効果会計適用後の法人税等の            42.8％ 

負担率 

 

 

 法定実効税率              40.4％ 

 （調整） 

 留保金課税                1.8％ 

 住民税均等割等              5.2％ 

 受取配当金等永久に益金に        △2.3％ 

算入されない項目  

交際費等永久に損金に算入されない項目   3.2％ 

評価性引当額の増加額           2.6％ 

その他                 △0.9％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率   50.0％ 
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（１株当たり情報） 
前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 20 年２月 29 日） 

１株当たり純資産額        773 円 42 銭 

 

１株当たり当期純利益金額      40 円 14 銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。 

１株当たり純資産額        770 円 54 銭 

 

１株当たり当期純利益金額      11 円 53 銭 

 

同左 

 

 (注)1.１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 前事業年度 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日) 

当事業年度 

(自 平成 19 年４月 1日 

至 平成 20 年２月 29 日) 

１株当たり当期純利益金額   
 当期純利益（千円）     445,757 127,994

 普通株主に帰属しない金額（千円）             -             - 

 普通株式に係る当期純利益（千円）     445,757 127,994

 普通株式の期中平均株式数（株） 11,105,100 11,105,090

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 新株予約権 1 種類（潜在 新株予約権 1 種類（潜在 

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった 株式の数 540,000 株） 株式の数 296,000 株) 

潜在株式の概要   

2.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  
 前事業年度 当事業年度 

 （平成 19 年３月 31 日） （平成 20 年２月 29 日） 

純資産の部の合計額（千円） 8,588,918 8,562,885

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） - 6,007

（うち新株予約権） - 6,007

普通株主に係る期末の純資産額（千円） 8,588,918 8,556,878

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 

普通株式の数（株） 
11,105,100 11,105,032

3.株式分割について 
前事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

     至 平成 19 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 

     至 平成 20 年２月 29 日） 

当社は平成18年４月１日付で当社普通株式１株を２

株にする株式分割を行っております。 

当該株式の分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報は、次のとおりで

あります。 

１株当たり純資産額      748 円 32 銭 

１株当たり当期純利益金額    30 円 49 銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。 
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（重要な後発事象） 
前連結事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結事業年度 

（自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 20 年２月 29 日） 

当社は、岩手県盛岡市に保有する土地を遊休資産の整

理のため譲渡いたしました。 

概要は以下のとおりであります。 

①譲渡先        青山商事株式会社 

②譲渡資産の種類・面積 土地（2,166 ㎡） 

 ③契約書締結日     平成 19 年 5 月 2日 

 ④譲渡価額       327,607 千円 

 上記固定資産の譲渡により生ずる固定資産売却益

240,807千円を平成20年2月期の特別利益に計上する予

定であります。 

 

 

 

６.その他 

 

（1）役員の異動 

①代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

②その他の役員の異動（平成 20 年５月 27 日付予定） 

１．新任取締役候補 

取締役   青木 洋一（現 当社専務執行役員営業本部長） 

２．退任予定取締役 

取締役   石塚 博一（当社常勤監査役就任予定） 

３．新任監査役候補 

常勤監査役 石塚 博一（現 取締役内部監査室長） 

４．退任監査役 

常勤監査役 田中 恒雄 

 

（2）商品の区分別販売高状況 
前事業年度 当事業年度 

（平成 18 年４月 １ 日 （平成 19 年４月 １ 日 

平成 19 年３月 31 日） 平成 20 年２月 29 日） 

期別 

 

 

商品別 金 額（千円） 構成比（％） 金 額（千円） 構成比（％）

青 果 5,745,542 10.9 5,447,183 11.3 

鮮 魚 5,578,558 10.5 4,921,098 10.2 

精 肉 4,403,816 8.3 4,067,968 8.5 

日 配 9,944,305 18.8 9,244,819 19.2 

加 工 食 品 7,688,694 14.5 7,110,741 14.8 

菓 子 2,236,516 4.2 2,040,606 4.2 

雑 貨 3,586,322 6.8 2,997,751 6.2 

衣 料 品 1,508,066 2.9 1,344,884 2.8 

米 1,483,286 2.8 1,412,189 2.9 

酒 4,209,576 8.0 3,826,722 7.9 

惣 菜 3,637,702 6.9 3,305,136 6.9 

そ の 他 2,889,434 5.4 2,448,731 5.1 

合計 52,911,822 100.0 48,167,833 100.0 

（注）「その他」は催事、ギフト、たばこ、シャトレーゼ、インストアベーカリー等であります。 

 

 

以上 

 

 


