
 
平成平成平成平成21212121年年年年2222月期月期月期月期    決算短信決算短信決算短信決算短信    

平成21年4月13日 

（百万円未満切捨て） 

上場会社名 株式会社ジョイス 上場取引所 JQ 
コード番号 8080 URL http://www.jois.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役兼社長執行役員 （氏名） 小苅米秀樹
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員財務経理部長 （氏名） 佐藤達見 TEL 019-623-6100
定時株主総会開催予定日 平成21年5月26日 配当支払開始予定日 平成21年5月27日
有価証券報告書提出予定日 平成21年5月27日

1.  21年2月期の連結業績（平成20年3月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年2月期 50,461 ― 686 ― 808 ― 96 ―
20年2月期 48,590 ― 344 ― 492 ― 143 ―

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 ％ ％ ％

21年2月期 8.69 ― 1.1 3.8 1.4
20年2月期 12.91 ― 1.6 2.3 0.7

（参考） 持分法投資損益 21年2月期  ―百万円 20年2月期  ―百万円

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

21年2月期 21,590 8,770 39.9 789.03
20年2月期 21,024 8,795 41.8 791.51

（参考） 自己資本   21年2月期  8,761百万円 20年2月期  8,789百万円

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

21年2月期 3,290 △1,193 △1,131 4,027
20年2月期 △1,677 △1,018 962 3,063

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年2月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 133 93.0 1.5
21年2月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 133 138.0 1.5
22年2月期 

（予想）
― 0.00 ― 12.00 12.00 ―

3.  22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 

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

第2四半期 
連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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）  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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （ 社名 ） 除外 ―社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年2月期 11,105,200株 20年2月期 11,105,200株
② 期末自己株式数 21年2月期  598株 20年2月期  168株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年2月期の個別業績（平成20年3月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年2月期 50,413 ― 651 ― 761 ― 62 ―
20年2月期 48,552 ― 316 ― 454 ― 127 ―

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

21年2月期 5.67 ―
20年2月期 11.53 ―

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

21年2月期 21,602 8,503 39.3 765.04
20年2月期 20,768 8,562 41.2 770.54

（参考） 自己資本 21年2月期  8,495百万円 20年2月期  8,566百万円

2.  22年2月期の個別業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

※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．前連結会計年度及び前事業年度は決算期変更に伴い、11ヶ月の変則決算平成19年４月１日から平成20年２月29日までとなり、会計期間が異なるた
め、対前期増減率は掲載しておりません。 
３．平成21年３月１日より、連結子会社（株式会社ジョイスサポート）の業務の大部分を当社へ移管したことに伴い、同社の総資産、営業収益、当期純利益
及び利益剰余金等は連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、平成22年２月期より、連結の範囲から除外する予定です。そのため、連結業績予想
は掲載しておりません。 

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

第2四半期 
累計期間 23,340 △11.9 330 △18.3 400 △12.5 220 10.6 19.81

通期 46,680 △7.4 660 1.4 800 5.1 440 609.7 39.62
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　①当期における業績の概要

　　当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出企業を中心とした急激な業績の悪化や雇用の問題など、景気の落ち込

みが懸念されております。

スーパーマーケット業界におきましても、景気悪化によるお客様の生活防衛意識の高まりなどから、厳しい環境が続

いております。

　このような状況の中で、当社グループは創業80周年を迎え、より地域の皆様に支持される企業を目指し、以下の取

り組みを実施してまいりました。

　（出店、閉店並びに店舗開発について）

平成20年４月に当社として初のオープンモール形態のショッピングセンター（銀河モール花巻）をデベロッパーと

して開発し、同モール内に「ジョイス花巻高木店」（岩手県花巻市）をはじめ35店のテナントを誘致し、オープンい

たしました。「ジョイス花巻高木店」は生鮮、特に鮮魚と惣菜部門を強化し、鮮度と品質を重視した新たな品揃え、

新しい店舗づくりのモデルとして今後の店舗にも展開を図る予定です。

さらに、平成20年４月、「ジョイス東安庭店」（岩手県盛岡市）敷地内に、調剤薬局と診療所をテナントとして誘

致いたしました。この「クリニックモール」は今後、より地域社会に密着したショッピングモールのモデルの一つと

して開発を進めてまいります。

スクラップアンドビルドの一環といたしまして、平成20年５月に「ジョイス久慈店」（岩手県久慈市）を閉鎖し同

地区内に「ジョイス久慈長内店」を移転オープンいたしました。新しいマーチャンダイジングを基本に、地場商品を

積極的に導入し、より地域にあった売場づくりを実現いたしました。なお、閉鎖した「久慈店」の建物はホームセン

ターに賃貸いたしました。

　また、地域の皆様の利便性向上と充実度を増した競争力のある商業施設を目指し、「スーパーセンターみたけ」

（岩手県盛岡市）をリモデルし、平成20年12月に「ジョイフルタウンみたけ」として、装いを新たにしました。平成

21年春にはテナント編成も含め、グランドオープンする予定です。

　一方、不採算店舗でありました「ジョイス青山店」（岩手県盛岡市）を平成20年10月に閉鎖いたしました。

　（販売及び販促について）

　　販売においては、週間単位でお客様へメニュー等の提案を行えるよう取り組みを開始するなど、更に営業力の強化

に取り組みました。売れ筋商品の販売強化や時間帯別の品揃えに変化をもたせる一方、昨年より実施しております平

日の均一祭や曜日ごとの催事企画の定着を図りました。

販促においては、例年の企画に加え、創業80周年特別企画として講演会、料理教室、温泉宿泊券プレゼントを実施

し、いずれもお客様からご好評を頂きました。

　（接客・お客様サービスについて）

　　よりきめ細かなサービスをお客様にご提供出来るように、組織的な教育体系の整備を開始いたしました。

　（商品政策）

　生産県の特徴を生かした取り組みといたしまして、地元産の原材料を使用した商品の開発を、地元メーカーを中心

に進めてまいりました。また、県内契約農場からの直送野菜の構成を高めるなど、価格や鮮度において他社との差別

化を図ってまいりました。

また、生鮮品につきましては物流体制の見直しにより、さらに鮮度のよい商品をご提供できる体制を創る準備を進

めております。

　（環境対策について）

　リサイクル活動といたしまして、今年度からペットボトル、レジ袋及び卵パックのリサイクルを開始いたしました。

空き缶、トレーのリサイクルとあわせ、取扱量は順調に推移しており、今後も資源循環型リサイクルを通じた環境対

策に積極的に取り組んでまいります。

　（社内体制の整備について）

平成21年１月に、意思決定のスピード化を目指し、代表取締役を２名体制にするとともに、執行責任体制の明確化

及び機能を強化するため、営業本部、業務本部、開発本部の３本部体制とし、部署の新設、統廃合を実施し、経営体

制の強化を図りました。

　これらの結果、当連結会計年度の業績は、不採算店舗の閉鎖の影響等もあり、営業収益（売上高とテナント収入の

合計額：以下同じ）は、504億61百万円となりました。荒利益率の改善と各経費のコントロールにより、営業利益６億

86百万円、経常利益８億８百万円となりました。一方、店舗のスクラップアンドビルドに伴う費用、地震被害復旧に

伴う費用等、６億19百万円の特別損失を計上したことにより、当期純利益は、96百万円となりました。
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　②次期の見通し

　次期の見通しにつきましては、景気回復の目処が立たないなど、引き続き厳しい環境が続くものと予想されます。

このような中、営業収益におきましては、不採算店舗、部門の見直し等の影響より、営業収益は466億80百万円と、

当期と比較し、減収となる見込みでありますが、荒利率の改善、経費コントロールが安定したことにより、営業利益

６億60百万円、経常利益８億円、当期純利益は４億40百万円といずれも増益を見込んでおります。また、平成21年３

月１日より、連結子会社であります株式会社ジョイスサポートの業務の大部分を当社へ移管したことに伴い、同社の

総資産、営業収益、当期純利益及び利益剰余金等は連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、平成22年２月期よ

り、連結の範囲から除外する予定です。そのため、業績予想並びに次期見通しにつきましては個別業績のみを記載し

ております。

　※前連結会計年度は決算期変更に伴い、平成19年４月１日から平成20年２月29日までとなり、当連結会計年度と対象

となる会計期間が異なるため前年同期比較は行っておりません。

　※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）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、219億50百万円（前連結会計年度末210億24百万円）となり、前連結会計年度に比

べ９億26百万円増加いたしました。当連結会計年度末の流動資産は、66億49百万円（前連結会計年度末59億35百万

円）となり、７億14百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が９億14百万円増加しましたが、不採算

店舗の閉鎖や部門の見直し等により、たな卸資産が４億23百万円減少したことなどによるものです。

固定資産は、153億１百万円（前連結会計年度末150億88百万円）となり、２億12百万円増加いたしました。これ

は、新規出店に伴う固定資産の新規取得が22億55百万円あった一方、減価償却額８億77百万円、減損損失による減

少１億73百万円などがあったことによるものであります。

(負債)

流動負債は、92億61百万円（前連結会計年度末74億62百万円）となり、17億99百万円増加いたしました。これは

主に、当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、仕入債務の支払が翌連結会計年度にずれ込ん

だことによる買掛金の増加15億円などによるものです。固定負債は、39億18百万円（前連結会計年度末47億66百万

円）となり、８億47百万円減少いたしました。これは主に、新規出店に伴い、預り保証金が１億17百万円増加があっ

た一方、長期借入金の返済による減少９億72百万円などによるものです。　

　（純資産）

純資産合計は、87億70百万円（前連結会計年度末87億95百万円）となり、25百万円減少いたしました。これは主

に、当期純利益96百万円、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９億64百万円増加し、当連結会計年度末には40億27百万円となりました。

　(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の増加は、税金等調整前当期純利益２億３百万円、減価償却費８億77百万円、店舗等閉鎖損

失２億93百万円、減損損失１億73百万円、仕入債務の増加15億円、法人税等の支払額３億83百万円の支出等があっ

たことなどにより、32億90百万円となりました。

　(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、有形固定資産の取得等による支出13億52百万円などにより11億93百万円の減少となりま

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２億円、長期借入金の返済による支出12億円、配当金の支

払１億31百万円等により、11億31百万円の減少となりました。
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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19年３月期 平成20年２月期 平成21年２月期

自己資本比率（％） 39.0 41.8 39.9

時価ベースの自己資本比率（％） 26.0 26.6 23.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 1.6 － 1.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 87.7 － 59.3

　（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 

株主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 株当たりの純資産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、業績に連動した積極的な還元を基本に、安定的な配当水準の維持に努力

いたします。

　また、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21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21年５月26日開催の

第68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、当連結会計期間末現在において

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、食料品及び日用雑貨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が、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。
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　③ 食品衛生管理及び品質表示について

　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

当社グループの、当連結会計期末現在の長期借入金は28億75百万円（一年内返済予定の長期借入金含む）であり

ます。今後、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。

　⑧ 自然災害について

　当社グループが主に店舗を展開しております岩手県及び秋田県では、過去に大きな地震が発生しております。こ

れまで、大きな影響を受けておりませんが、今後、大地震等の自然災害により大きな被害を受けた場合、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書(平成20年５月28日提出)における「事業系統図(事業の内容)」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため、開示を省略しております。
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３．経営方針
　(１)会社の経営の基本方針、(２)目標とする経営指標、(３)中長期的な会社の経営戦略、(４)会社の対処す

べき課題

平成20年２月期決算短信(平成20年４月14日開示)にて開示いたしました内容から重要な変更がないため、

開示を省略しております。

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.jois.co.jp/

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

http://www.jds.jasdaq.co.jp/
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成20年２月29日）
当連結会計年度

（平成21年２月28日）

区分
注記
番号

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   3,160,686   4,075,308  

２　たな卸資産   2,174,014   1,750,300  

３　繰延税金資産   60,467   136,214  

４　その他   541,292   688,707  

貸倒引当金   △1,350   △1,350  

流動資産合計   5,935,111 28.2  6,649,181 30.3

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※１ 15,727,319   17,710,410   

減価償却累計額  △9,820,044 5,907,274  △10,414,304 7,296,106  

(2）什器備品  2,811,309   2,789,619   

減価償却累計額  △2,401,675 409,634  △2,365,614 424,005  

(3）土地 ※１  5,141,355   5,141,355  

(4）建設仮勘定   1,126,520   3,150  

(5）その他  26,951   18,209   

減価償却累計額  △25,381 1,569  △17,322 887  

有形固定資産合計   12,586,354 59.9  12,865,503 58.6

２　無形固定資産        

(1）その他   478,607   476,698  

無形固定資産合計   478,607 2.3  476,698 2.2

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   196,729   159,759  

(2）繰延税金資産   534,788   599,356  

(3）差入保証金   1,084,200   991,911  

(4）その他   208,246   208,396  

投資その他の資産合計   2,023,964 9.6  1,959,425 8.9

固定資産合計   15,088,926 71.8  15,301,627 69.7

資産合計   21,024,038 100.0  21,950,809 100.0
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前連結会計年度

（平成20年２月29日）
当連結会計年度

（平成21年２月28日）

区分
注記
番号

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   2,374,925   3,875,349  

２　短期借入金 ※１  2,470,000   2,670,000  

３　１年内返済予定の長期借
入金

※１  1,200,350   972,880  

４　未払金   －   1,178,419  

５　未払法人税等   180,800   75,300  

６　ポイント費用引当金   82,218   60,104  

７　その他   1,153,745   429,915  

流動負債合計   7,462,039 35.5  9,261,968 42.2

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金 ※１  2,875,770   1,902,890  

２　退職給付引当金   1,090,081   1,092,868  

３　役員退職慰労引当金   147,218   153,501  

４　負ののれん   17,033   10,459  

５　預り保証金   551,776   669,586  

６　その他   84,414   89,256  

固定負債合計   4,766,294 22.7  3,918,561 17.8

負債合計   12,228,334 58.2  13,180,530 60.0

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   1,052,272 5.0  1,052,272 4.8

２　資本剰余金   1,139,832 5.4  1,139,832 5.2

３　利益剰余金   6,628,486 31.5  6,591,754 30.0

４　自己株式   △89 △0.0  △284 △0.0

株主資本合計   8,820,502 41.9  8,783,575 40.0

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  △30,805 △0.1  △21,707 △0.1

評価・換算差額等合計   △30,805 △0.1  △21,707 △0.1

Ⅲ　新株予約権   6,007 0.0  8,410 0.1

純資産合計   8,795,703 41.8  8,770,278 40.0

負債純資産合計   21,024,038 100.0  21,950,809 100.0
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   48,205,453 100.0  49,785,983 100.0

Ⅱ　売上原価   37,064,335 76.9  37,660,797 75.6

売上総利益   11,141,118 23.1  12,125,185 24.4

Ⅲ　営業収入        

テナント収入   384,687 0.8  675,947 1.3

営業総利益   11,525,805 23.9  12,801,133 25.7

Ⅳ　販売費及び一般管理費        

１　販売促進費  473,829   410,378   

２　包装費  132,825   131,027   

３　広告費  459,432   454,831   

４　ポイント費用引当金繰入
額

 82,218   60,104   

５　給料  2,434,455   2,584,288   

６　雑給  2,584,505   2,846,166   

７　退職給付費用  107,702   99,096   

８　法定福利費  457,200   503,181   

９　租税公課  175,015   228,911   

10　地代家賃  827,561   940,146   

11　電力料  930,945   1,030,917   

12　清掃保安費  353,198   375,974   

13　減価償却費  714,826   877,676   

14　その他  1,447,364 11,181,083 23.2 1,571,663 12,114,365 24.3

営業利益   344,721 0.7  686,767 1.4

Ⅴ　営業外収益        

１　受取利息  10,600   11,757   

２　受取配当金  16,747   15,366   

３　賃貸収入 ※１ 72,759   82,128   

４　その他  96,111 196,219 0.4 77,623 186,874 0.3

Ⅵ　営業外費用        

１　支払利息  45,293   60,317   

２　その他  3,431 48,725 0.1 4,336 64,653 0.1

経常利益   492,216 1.0  808,989 1.6
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前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別利益        

１　固定資産売却益 ※２ 240,807   339   

２　投資有価証券売却益  1,000   －   

３　テナント退店違約金受入  400 242,207 0.5 13,438 13,778 0.0

Ⅷ　特別損失        

１　固定資産売却損 ※３ －   468   

２　固定資産除却損 ※４ 2,847   19,642   

３　店舗等閉鎖損失  11,339   293,263   

４　出店中止損  －   35,373   

５　災害損失  －   43,642   

６　投資有価証券評価損　  －   54,251   

７　減損損失 ※５ 437,689 451,876 0.9 173,032 619,674 1.2

税金等調整前当期純利益   282,547 0.6  203,093 0.4

法人税、住民税及び事業
税

 345,509   253,047   

法人税等調整額  △206,338 139,171 0.3 △146,482 106,564 0.2

当期純利益   143,376 0.3  96,528 0.2
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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

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

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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当連結会計年度（自　平成20年３月１日　至　平成21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

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

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △133,260  △133,260

当期純利益   96,528  96,528

自己株式の取得    △194 △194

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）

－ － △36,732 △194 △36,926

平成21年２月28日残高（千円） 1,052,272 1,139,832 6,591,754 △284 8,783,575

 
評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成20年２月29日残高（千円） △30,805 △30,805 6,007 8,795,703

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当    △133,260

当期純利益    96,528

自己株式の取得    △194

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

9,098 9,098 2,402 11,501

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

9,098 9,098 2,402 △25,425

平成21年２月28日残高（千円） △21,707 △21,707 8,410 8,770,278
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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19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

区分
注記
番号

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  282,547 203,093

減価償却費  714,826 877,676

減損損失  437,689 173,032

ポイント費用引当金の増減額（減少：
△）

 2,829 △22,114

退職給付引当金の増減額（減少：△）  45,859 2,787

役員退職慰労引当金の増減額（減少：
△）

 17,249 6,283

受取利息及び受取配当金  △27,348 △27,123

支払利息  45,293 60,317

固定資産売却益  △240,807 △339

固定資産売却損  － 468

固定資産除却損  2,847 19,642

店舗等閉鎖損失  11,339 293,263

投資有価証券売却益  △1,000 －

テナント退店違約金受入  △400 △13,438

出店中止損  － 35,373

災害損失  － 43,642

投資有価証券評価損  － 54,251

たな卸資産の増減額（増加：△）  76,062 423,713

未収入金の増減額（増加：△）  129,766 △178,667

仕入債務の増減額（減少：△）  △2,522,815 1,500,423

未払金の増減額（減少：△）  △319,299 309,616

預り金の増減額（減少：△）  △94,472 △664

未払消費税等の増減額（減少：△）  34,761 △27,516

その他  64,279 52,353

小計  △1,340,791 3,786,076

利息及び配当金の受取額  23,015 22,178

利息の支払額  △44,525 △55,469

店舗等閉鎖損失の支払額  △38 △43,466

災害損失の支払額  － △35,370

法人税等の支払額  △314,819 △383,914

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,677,159 3,290,033
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前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

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  △1,301,469 △1,352,866

有形固定資産の売却による収入  327,607 633

無形固定資産の取得による支出  △61,441 △51,092

投資有価証券の取得による支出  △106,833 △3,600

投資有価証券の売却による収入  101,700 860

預り保証金の返済による支出  △82,834 △92,024

預り保証金の受入による収入  133,181 293,494

差入保証金の差入れによる支出  △12,770 △42,560

差入保証金の回収による収入  33,766 3,724

その他  △49,779 50,000

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,018,873 △1,193,431

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：△）  400,000 200,000

長期借入れによる収入  1,800,000 －

長期借入金の返済による支出  △1,105,440 △1,200,350

自己株式の取得による支出  △34 △194

配当金の支払額  △131,932 △131,435

財務活動によるキャッシュ・フロー  962,592 △1,131,980

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △1,733,441 964,622

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  4,796,627 3,063,186

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高  3,063,186 4,027,808
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。

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19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

㈱ジョイスサポート

(1）連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

同左

 (2）非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

(2）非連結子会社の名称等

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数

該当事項はありません。

(1）持分法適用の非連結子会社数

同左

 (2）持分法適用の関連会社数

該当事項はありません。

(2）持分法適用の関連会社数

同左

 (3）持分法を適用しない非連結子会社

該当事項はありません。

(3）持分法を適用しない非連結子会社

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。）

(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

同左

 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

イ　商　品

生鮮食品　最終仕入原価法

②　たな卸資産

イ　商　品

生鮮食品　同左

 その他　　売価還元原価法 その他　　同左

 ロ　貯蔵品　　最終仕入原価法 ロ　貯蔵品　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

 (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

(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　　　　４年～10年

 　（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
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28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、賃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。

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

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

①　貸倒引当金

同左

 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。

②　ポイント費用引当金

同左

 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。

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。

　過去勤務債務は、その発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法により

按分した額を発生した連結会計年度か

ら損益処理することとしております。

　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按

分した額をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から損益処理することとしており

ます。
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

 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　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

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

同左

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

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。

―――――　
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

（連結貸借対照表関係）

──────

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において、連結貸借対照表の流動負債の

「その他」に含めておりました「未払金」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

更しております。なお、前連結会計年度の「未払金」は

734,472千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　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、金額の重要性が増したため、当連結会

計年度においては、区分掲記しております。

　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。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

──────

㈱ジョイス　（8080）　平成 21 年２月期決算短信

－ 21 －



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年２月29日）

当連結会計年度
（平成21年２月28日）

※１　担保に供している資産の額 ※１　担保に供している資産の額

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

建物及び構築物 1,910,289千円

土地 3,225,548千円

計 5,135,837千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務

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

短期借入金 1,620,000千円

１年内返済予定の長期借入金 835,680千円

長期借入金 1,902,890千円

計 4,358,570千円

　２　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。

　２　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  254,000千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

※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。

※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は、次のとおりでありま

す。

※２　固定資産売却益の主な内容は、次のとおりでありま

す。

土地 240,807千円 車両運搬具 339千円

※３　　　　　　　 ────── ※３　固定資産売却損の主な内容は、次のとおりでありま

す。

建物 45千円

什器備品 395千円

車両運搬具 26千円

※４　固定資産除却損の主な内容は、次のとおりでありま

す。

※４　固定資産除却損の主な内容は、次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 1,022千円

什器備品 1,465千円

無形固定資産 360千円

建物及び構築物 12,596千円

什器備品 7,018千円

車両運搬具 28千円

※５　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。

※５　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

293,743

  
什器備品 56,448

  
土地 17,297

  
リース資産 60,054

  
その他 10,144

合計 （７件）  437,689

用途 場所(件数) 種類 金額（千円）

店舗等 秋田県
（１件）

建物及び構
築物

169,185

  
什器備品 2,075

  
その他 1,772

合計 （１件）  173,032

　（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。

　（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。

　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

（173,032千円）として特別損失に計上しております。

　なお、上記「店舗等」については、建物等の取り壊

しが決定したことから帳簿価額全額を減損損失として

計上しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（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

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

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（株）（注） 100 68 － 168

合計 100 68 － 168

　（注）　自己株式の増加は、単元未満株の買取請求による増加68株であります。

２　新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる株
式の種類

目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計
年度末

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

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
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当連結会計年度（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28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

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

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（株）（注） 168 430 － 598

合計 168 430 － 598

　（注）　自己株式の増加は、単元未満株の買取請求による増加430株であります。

２　新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる株
式の種類

目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計
年度末

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 － 8,410

合計 －　 8,410

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20年５月27日

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

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21年５月26日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 133,255 12 平成21年２月28日 平成21年５月27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19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21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

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 3,160,686千円

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

現金及び預金 4,075,308千円

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 4,027,808千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

１．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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
什器備品

（千円）

その他

(ソフトウェア)

（千円）

計

（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

 
什器備品

（千円）

その他

(ソフトウェア)

（千円）

計

（千円）

取得価額相当額 982,498 25,498 1,007,997

減価償却累計額相

当額
634,723 20,011 654,734

減損損失累計額相

当額
67,287 2,427 69,714

期末残高相当額 280,487 3,060 283,547

　（注）　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。

　（注）　　　　　　　 同左

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

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

１年内 216,290千円

１年超 231,002千円

計 447,292千円

リース資産減損勘定期末残高 71,722千円

１年内 150,421千円

１年超 174,297千円

計 324,719千円

リース資産減損勘定期末残高 41,171千円

　（注）　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。

　（注）　　　　　　　 同左

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

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

支払リース料 233,475千円

リース資産減損勘定の取崩額 30,649千円

減価償却費相当額 202,825千円

減損損失 98千円

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。

　２．オペレーティング・リース取引

　──────

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

　２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年内 49,308千円

１年超 540,061千円

計 589,369千円
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（有価証券関係）

Ⅰ　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20年２月29日現在）

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（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
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Ⅱ　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21年２月28日現在）

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（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 － － －

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

（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 168,804 136,658 △32,146

(2）債券    

国債・地方債等 －  －

社債 －  －

その他 －  －

(3）その他 －  －

小計 168,804 136,658 △32,146

合計 168,804 136,658 △32,146

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21年２月28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  8,908千円
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）及び当連結会計年度（自　平成20年３月１日

　至　平成21年２月28日）

　当社グループは、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19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21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、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。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項（平成20年２月29日） ２　退職給付債務に関する事項（平成21年２月28日）

イ　退職給付債務 △1,147,629千円

ロ　年金資産 －千円

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △1,147,629千円

ニ　未認識数理計算上の差異 57,548千円

ホ　未認識過去勤務債務 －千円

ヘ　連結貸借対照表計上額純額

（ハ＋ニ＋ホ）
△1,090,081千円

ト　前払年金費用 －千円

チ　退職給付引当金（ヘ－ト） △1,090,081千円

イ　退職給付債務 △1,103,485千円

ロ　年金資産 －千円

ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ) △1,103,485千円

ニ　未認識数理計算上の差異 43,656千円

ホ　未認識過去勤務債務 △33,040千円

ヘ　連結貸借対照表計上額純額

（ハ＋ニ＋ホ）
△1,092,868千円

ト　前払年金費用 －千円

チ　退職給付引当金（ヘ－ト） △1,092,868千円

３　退職給付費用に関する事項（自平成19年４月１日　至

平成20年２月29日）

３　退職給付費用に関する事項（自平成20年３月１日　至

平成21年２月28日）

イ　勤務費用 71,441千円

ロ　利息費用 20,555千円

ハ　期待運用収益 －千円

ニ　数理計算上の差異の損益処理額 15,706千円

ホ　過去勤務債務の費用処理額 －千円

ヘ　退職給付費用

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ）
107,702千円

イ　勤務費用 73,559千円

ロ　利息費用 21,942千円

ハ　期待運用収益 －千円

ニ　数理計算上の差異の損益処理額 11,854千円

ホ　過去勤務債務の費用処理額 △8,260千円

ヘ　退職給付費用

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ）
99,096千円

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 2.0％

ハ　数理計算上の差異の処理年数 10年

（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。）

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 2.0％

ハ　数理計算上の差異の処理年数 10年

（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。）
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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（注） 540,000 －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 540,000 －

未行使残 － －

　（注）　平成18年２月14日開催の取締役会決議により、平成18年４月１日付をもって普通株式１株を２株に分割いたし

ました。
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②　単価情報

 
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

権利行使価格（円）（注） 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

　（注）　権利行使価格については、平成18年４月１日付株式分割（１株につき２株）による調整後の１株当たりの価格

を記載しております。

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。

㈱ジョイス　（8080）　平成 21 年２月期決算短信

－ 31 －



当連結会計年度（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28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　　　　　2,402 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19年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 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）
普通株式　　302,000株

付与日 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従業員であることを要する。

対象勤務期間
平成19年５月１日～

平成20年６月23日

権利行使期間
平成20年６月24日～

平成23年６月22日

　（注）　株式数に換算して記載しております。

(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 296,000

付与 －

失効 －

権利確定 296,000

未確定残 －

権利確定後（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 296,000

権利行使 －

失効 6,000

未行使残 290,000

②　単価情報

 
平成19年
ストック・オプション

権利行使価格（円） 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
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３　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。

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成20年２月29日）

当連結会計年度
（平成21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  

未払事業税 15,776千円

ポイント費用引当金 33,216千円

退職給付引当金 440,392千円

役員退職慰労引当金 59,476千円

減損損失 228,469千円

その他有価証券評価差額金 20,881千円

減価償却超過額 90,458千円

その他 22,112千円

繰延税金資産小計 910,784千円

評価性引当額 △19,309千円

繰延税金資産合計 891,474千円

  

繰延税金負債
 

土地圧縮積立金 △104,524千円

土地評価益 △184,440千円

その他 △7,253千円

繰延税金負債合計 △296,218千円

繰延税金資産の純額 595,256千円

繰延税金資産  

未払事業税 9,071千円

ポイント費用引当金 24,282千円

退職給付引当金 441,518千円

役員退職慰労引当金 62,014千円

減損損失 260,313千円

その他有価証券評価差額金 14,714千円

減価償却超過額 120,277千円

未払金 83,079千円

その他 40,040千円

繰延税金資産小計 1,055,312千円

評価性引当額 △20,609千円

繰延税金資産合計 1,034,702千円

  

繰延税金負債  

土地圧縮積立金 △104,524千円

土地評価益 △184,440千円

その他 △10,166千円

繰延税金負債合計 △299,131千円

繰延税金資産の純額 735,570千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

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要な項目別の内訳

内訳 内訳

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算入されない

項目
△2.1％

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％

法定実効税率 40.4％

（調整）  

留保金課税 －

住民税均等割等 16.7％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△2.6％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4％

評価性引当額の増加額 0.6％

その他 △4.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.5％
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）及び当連結会計年度（自　平成20年３月１

日　至　平成21年２月28日）

　当社及び連結子会社において、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の売上高、

営業利益及び資産の金額が、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

利益の合計額及び資産合計額の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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）及び当連結会計年度（自　平成20年３月１

日　至　平成21年２月28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。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）及び当連結会計年度（自　平成20年３月１

日　至　平成21年２月28日）

　海外売上高はないため該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）

役員及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

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
100,000

損害保険代

理業

被所有

直接　34.3

兼任２

名

土地の

賃借

損害保

険取引

土地の賃借 6,050 前払費用 550

損害保険料

の支払い
16,345 前払費用 10,318

  
長期前払費

用
793

　（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。

当連結会計年度（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日）

役員及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

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
100,000

損害保険代

理業

被所有

直接　34.3

兼任２

名

土地の

賃借

損害保

険取引

土地の賃借 6,600 前払費用 550

損害保険料

の支払い
19,245 前払費用 1,645

  

　（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19年４月１日

至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

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

１株当たり純資産額 789円03銭

１株当たり当期純利益金額 ８円69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。

同左

　（注）　算定上の基礎

１　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当連結会計年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 143,376 96,528

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） 143,376 96,528

普通株式の期中平均株式数（株） 11,105,090 11,104,862

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要

新株予約権１種類（潜在株式の

数296,000株）。この概要は、

「新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。

新株予約権１種類（潜在株式の

数290,000株）。この概要は、

「新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。

２　１株当たり純資産額

 
前連結会計年度

（平成20年２月29日）
当連結会計年度

（平成21年２月28日）

純資産の部の合計額（千円） 8,795,703 8,770,278

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 6,007 8,410

（うち新株予約権） 6,007 8,410

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 8,789,696 8,761,868

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）
11,105,032 11,104,602

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成20年２月29日）
当事業年度

（平成21年２月28日）

区分
注記
番号

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   3,042,441   3,837,403  

２　売掛金   19,911   19,570  

３　商品   2,128,631   1,711,536  

４　貯蔵品   42,413   36,676  

５　前払費用   131,539   109,016  

６　繰延税金資産   59,523   135,678  

７　未収入金   314,883   516,303  

８　その他   97,468   92,486  

貸倒引当金   △1,000   △1,000  

流動資産合計   5,835,813 28.1  6,457,671 29.9

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1）建物 ※１ 13,954,862   15,699,831   

減価償却累計額  △8,486,218 5,468,643  △8,980,538 6,719,293  

(2）構築物  1,772,077   2,009,672   

減価償却累計額  △1,333,685 438,391  △1,433,646 576,025  

(3）車両運搬具  21,471   12,133   

減価償却累計額  △20,329 1,141  △11,517 616  

(4）什器備品  2,802,239   2,781,734   

減価償却累計額  △2,394,396 407,842  △2,359,950 421,783  

(5）土地 ※１  4,790,444   4,790,444  

(6）建設仮勘定   1,126,520   3,150  

有形固定資産合計   12,232,984 58.9  12,511,313 57.9
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前事業年度

（平成20年２月29日）
当事業年度

（平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

２　無形固定資産        

(1）借地権   349,157   340,557  

(2）ソフトウェア   85,876   97,180  

(3）電話加入権   16,487   16,487  

(4）施設利用権   27,085   22,473  

無形固定資産合計   478,607 2.3  476,698 2.2

３　投資その他の資産        

(1）投資有価証券   196,729   159,759  

(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   24,859   18,805  

(5）長期前払費用   43,228   49,432  

(6）繰延税金資産   716,812   781,436  

(7）差入保証金   1,081,200   988,911  

(8）その他   200   200  

投資その他の資産合計   2,220,978 10.7  2,156,494 10.0

固定資産合計   14,932,570 71.9  15,144,507 70.1

資産合計   20,768,383 100.0  21,602,178 100.0
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前事業年度

（平成20年２月29日）
当事業年度

（平成21年２月28日）

区分
注記
番号

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   2,353,614   3,777,274  

２　短期借入金 ※１  2,470,000   2,670,000  

３　１年内返済予定の長期借
入金

※１  1,200,350   972,880  

４　未払金   769,850   1,217,536  

５　未払費用   739   527  

６　未払法人税等   168,000   69,500  

７　未払消費税等   89,492   61,934  

８　預り金   216,925   253,246  

９　ポイント費用引当金   82,218   60,104  

10　その他   111,028   113,000  

流動負債合計   7,462,219 35.9  9,196,004 42.5

Ⅱ　固定負債        

１　長期借入金 ※１  2,875,770   1,902,890  

２　退職給付引当金   1,084,098   1,087,024  

３　役員退職慰労引当金   147,218   153,501  

４　預り保証金   551,776   669,586  

５　その他   84,414   89,256  

固定負債合計   4,743,278 22.9  3,902,258 18.1

負債合計   12,205,497 58.8  13,098,262 60.6
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前事業年度

（平成20年２月29日）
当事業年度

（平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   1,052,272 5.1  1,052,272 4.9

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 4.7  968,809 4.5

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  5,275,000   5,275,000   

繰越利益剰余金  304,493   234,216   

利益剰余金合計   6,566,692 31.6  6,496,415 30.0

４　自己株式   △89 △0.0  △284 △0.0

株主資本合計   8,587,684 41.4  8,517,213 39.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  △30,805 △0.2  △21,707 △0.1

評価・換算差額等合計   △30,805 △0.2  △21,707 △0.1

Ⅲ　新株予約権   6,007 0.0  8,410 0.1

純資産合計   8,562,885 41.2  8,503,916 39.4

負債純資産合計   20,768,383 100.0  21,602,178 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   48,167,833 100.0  49,737,361 100.0

Ⅱ　売上原価        

１　商品期首たな卸高  2,207,286   2,128,631   

２　当期商品仕入高  36,987,718   37,240,691   

合計  39,195,005   39,369,323   

３　商品期末たな卸高  2,128,631 37,066,373 77.0 1,711,536 37,657,786 75.7

売上総利益   11,101,460 23.0  12,079,575 24.3

Ⅲ　営業収入        

１　テナント収入   384,687 0.8  675,947 1.3

営業総利益   11,486,147 23.8  12,755,522 25.6

Ⅳ　販売費及び一般管理費        

１　販売促進費  473,829   410,378   

２　包装費  133,885   132,146   

３　広告費  459,432   454,831   

４　ポイント費用引当金繰入
額

 82,218   60,104   

５　給料  2,393,941   2,544,944   

６　雑給  2,568,534   2,830,458   

７　退職給付費用  106,289   97,852   

８　法定福利費  449,752   496,250   

９　租税公課  174,952   228,842   

10　地代家賃  825,860   938,987   

11　電力料  930,828   1,030,750   

12　清掃保安費  380,818   403,680   

13　減価償却費  713,547   875,581   

14　その他  1,475,397 11,169,289 23.1 1,599,473 12,104,282 24.3

営業利益   316,858 0.7  651,240 1.3
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前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅴ　営業外収益        

１　受取利息  10,349   11,404   

２　受取配当金  16,447   15,096   

３　賃貸収入 ※１ 73,283   82,699   

４　その他  86,219 186,299 0.3 66,128 175,329 0.3

Ⅵ　営業外費用        

１　支払利息  45,293   60,317   

２　その他  3,426 48,719 0.1 4,336 64,653 0.1

経常利益   454,438 0.9  761,915 1.5

Ⅶ　特別利益        

１　固定資産売却益 ※２ 240,807   339   

２　投資有価証券売却益  1,000   －   

３　テナント退店違約金受入  400 242,207 0.5 13,438 13,778 0.0

Ⅷ　特別損失        

１　固定資産売却損 ※３ －   26   

２　固定資産除却損 ※４ 2,742   19,642   

３　店舗等閉鎖損失  11,344   293,326   

４　災害損失  －   43,642   

５　出店中止損  －   35,373   

６　投資有価証券評価損  －   54,251   

７　減損損失
※５
　

426,707 440,794 0.9 173,032 619,295 1.2

税引前当期純利益   255,851 0.5  156,399 0.3

法人税、住民税及び事業
税

 328,585   240,363   

法人税等調整額  △200,728 127,857 0.2 △146,947 93,415 0.2

当期純利益   127,994 0.3  62,983 0.1
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高（千円） 1,052,272 968,809 968,809

事業年度中の変動額    

別途積立金の積立    

剰余金の配当    

当期純利益    

自己株式の取得    

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） － － －

平成20年２月29日残高（千円） 1,052,272 968,809 968,809

 

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
（※）

利益剰余金合計

平成19年３月31日残高（千円） 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） 168,000 6,398,692 6,566,692 △89 8,587,684

 
評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

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
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　（※）　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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当事業年度（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28日）

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成20年２月29日残高（千円） 1,052,272 968,809 968,809

事業年度中の変動額    

剰余金の配当    

当期純利益    

自己株式の取得    

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） － － －

平成21年２月28日残高（千円） 1,052,272 968,809 968,809

 

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
（※）

利益剰余金合計

平成20年２月29日残高（千円） 168,000 6,398,692 6,566,692 △89 8,587,684

事業年度中の変動額      

剰余金の配当  △133,260 △133,260  △133,260

当期純利益  62,983 62,983  62,983

自己株式の取得    △194 △194

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） － △70,277 △70,277 △194 △70,471

平成21年２月28日残高（千円） 168,000 6,328,415 6,496,415 △284 8,517,213

 
評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

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

事業年度中の変動額     

剰余金の配当    △133,260

当期純利益    62,983

自己株式の取得    △194

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

9,098 9,098 2,402 11,501

事業年度中の変動額合計（千円） 9,098 9,098 2,402 △58,969

平成21年２月28日残高（千円） △21,707 △21,707 8,410 8,503,916
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　（※）　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20年２月29日残高（千円） 395,000 270,000 154,199 5,275,000 304,493 6,398,692

事業年度中の変動額       

剰余金の配当     △133,260 △133,260

当期純利益     62,983 62,983

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） － － － － △70,277 △70,277

平成21年２月28日残高（千円） 395,000 270,000 154,199 5,275,000 234,216 6,328,415

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28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

(1）子会社株式

同左

 (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）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

　移動平均法による原価法

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

商品

生鮮食品　　最終仕入原価法

商品

生鮮食品　　　同左

 その他　　　売価還元原価法 その他　　　　同左

 貯蔵品　　　　最終仕入原価法 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

(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　　　　　４年～10年

 （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。
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項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

 （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

　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。

　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。

(2）無形固定資産

同左

 (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。

(1）貸倒引当金

同左

 (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。

(2）ポイント費用引当金

同左

 (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。

(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。

過去勤務債務は、その発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法により

按分した額を発生した事業年度から損

益処理することとしております。　

　　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

より翌事業年度から損益処理するこ

ととしております。
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項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

 (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）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

　税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左

７　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、当事業年度は平成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。

　　──────

㈱ジョイス　（8080）　平成 21 年２月期決算短信

－ 49 －



表示方法の変更

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

（損益計算書関係）

　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。

（損益計算書関係）

　　──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年２月29日）

当事業年度
（平成21年２月28日）

※１　担保に供している資産及び対応する債務は次のとお

りであります。

※１　担保に供している資産及び対応する債務は次のとお

りであります。

(1）担保提供資産 (1）担保提供資産

建物 2,064,649千円

土地 3,036,351千円

計 5,101,001千円

建物 1,910,289千円

土地 2,859,023千円

計 4,769,312千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

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

短期借入金 1,620,000千円

１年内返済予定の長期借入金 835,680千円

長期借入金 1,902,890千円

計 4,358,570千円

　２　保証債務

　協同組合ベルセンターの銀行借入れに対する他社

（13社）との共同保証債務を行っております。

　２　保証債務

　協同組合ベルセンターの銀行借入れに対する他社

（13社）との共同保証債務を行っております。

 277,000千円  254,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

※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。

※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は、次のとおりでありま

す。

※２　固定資産売却益の主な内容は、次のとおりでありま

す。

土地 240,807千円 車両運搬具 339千円

※３　　　　　　　 ────── ※３　固定資産売却損の主な内容は、次のとおりでありま

す。

車両運搬具 26千円

※４　固定資産除却損の主な内容は、次のとおりでありま

す。

※４　固定資産除却損の主な内容は、次のとおりでありま

す。

建物 167千円

構築物 855千円

什器備品 1,360千円

ソフトウェア 360千円

建物 10,243千円

構築物 2,352千円

什器備品 7,018千円

車両運搬具 28千円

※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。

※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 273,648

構築物 20,095

  
車両運搬具 174

  
什器備品 56,448

  
土地 6,315

  
リース資産 60,054

  
無形固定資産 9,970

合計 （７件）  426,707

用途 場所(件数) 種類 金額（千円）

店舗等 秋田県
（１件）

建物 161,145

構築物 8,039

  
什器備品 2,075

  
リース資産 98

  
借地権 1,530

  
施設利用権 143

合計 （１件）  173,032

　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。

　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

（173,032千円）として特別損失に計上しております。

　なお、上記「店舗等」については、建物等の取り壊

しが決定したことから帳簿価額全額を減損損失として

計上しております。
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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増加68株であります。

当事業年度（自　平成20年３月１日　至　平成21年２月28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） 168 430 － 598

合計 168 430 － 598

　（注）　自己株式数の増加は、単元未満株の買取請求による増加430株であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

１．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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

１．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、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
什器備品

（千円）

ソフトウェア

（千円）

計

（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

 
什器備品

（千円）

ソフトウェア

（千円）

計

（千円）

取得価額相当額 982,498 25,498 1,007,997

減価償却累計額相

当額
634,723 20,011 654,734

減損損失累計額相

当額
67,287 2,427 69,714

期末残高相当額 280,487 3,060 283,547

　（注）　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。

　（注）　　　　　　　 同左

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

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

１年内 216,290千円

１年超 231,002千円

計 447,292千円

リース資産減損勘定期末残高 71,722千円

１年内 150,421千円

１年超 174,297千円

計 324,719千円

リース資産減損勘定期末残高 41,171千円

　（注）　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。

　（注）　　　　　　　 同左

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

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

支払リース料 233,475千円

リース資産減損勘定の取崩額 30,649千円

減価償却費相当額 202,825千円

減損損失 98千円

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。

　２．オペレーティング・リース取引

　　──────

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

　２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年内 49,308千円

１年超 540,061千円

計 589,369千円
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（有価証券関係）

　前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）及び当事業年度（自　平成20年３月１日　至　

平成21年２月28日）における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。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成20年２月29日）

当事業年度
（平成21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）  

未払事業税 14,831千円

ポイント費用引当金 33,216千円

退職給付引当金 437,975千円

役員退職慰労引当金 59,476千円

減価償却超過額 90,458千円

減損損失 228,469千円

その他有価証券評価差額金 20,881千円

その他 22,112千円

繰延税金資産小計 907,423千円

評価性引当額 △19,309千円

繰延税金資産合計 888,113千円

（繰延税金負債）  

土地圧縮積立金 △104,524千円

その他 △7,253千円

繰延税金負債合計 △111,777千円

繰延税金資産の純額 776,335千円

（繰延税金資産）  

未払事業税 8,584千円

ポイント費用引当金 24,282千円

退職給付引当金 439,157千円

役員退職慰労引当金 62,014千円

減価償却超過額 120,277千円

減損損失 260,313千円

その他有価証券評価差額金 14,714千円

未払金 83,079千円

その他 39,991千円

繰延税金資産小計 1,052,415千円

評価性引当額 △20,609千円

繰延税金資産合計 1,031,806千円

（繰延税金負債）  

土地圧縮積立金 △104,524千円

その他 △10,166千円

繰延税金負債合計 △114,690千円

繰延税金資産の純額 917,115千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳

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要な項目別の内訳

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算入されない

項目
△2.3％

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％

法定実効税率 40.4％

（調整）  

住民税均等割等 21.7％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△3.3％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8％

評価性引当額の増加額 0.8％

その他 △1.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 59.7％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

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

１株当たり純資産額 765円04銭

１株当たり当期純利益金額 ５円67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。

同左

　（注）　算定上の基礎

１　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

 
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

当事業年度
（自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 127,994 62,983

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） 127,994 62,983

普通株式の期中平均株式数（株） 11,105,090 11,104,862

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要

新株予約権１種類（潜在株式の

数296,000株）。この概要は「新

株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。

新株予約権１種類（潜在株式の

数290,000株）。この概要は「新

株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。

２　１株当たり純資産額

 
前事業年度末

（平成20年２月29日）
当事業年度末

（平成21年２月28日）

純資産の部の合計額（千円） 8,562,885 8,503,916

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 6,007 8,410

（うち新株予約権） 6,007 8,410

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 8,556,878 8,495,506

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）
11,105,032 11,104,602

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

　該当事項はありません。

 

(2）その他

　商品の区分別販売高状況

　　　期別

前事業年度

　（自　平成19年４月１日

　至　平成20年２月29日）

当事業年度

　　（自　平成20年３月１日

　　至　平成21年２月28日）

　商品別 　金額（千円） 　構成比（％） 　金額（千円） 　構成比（％）

　 青　　果 5,447,183 11.3 5,692,623 11.5

　 鮮　　魚 4,921,098 10.2 4,967,471 10.0

　 精　　肉 4,067,968 8.5 4,401,971 8.9

   日　　配 9,244,819 19.2 9,942,403 20.0

   加工食品 7,110,741 14.8 7,455,110 15.0

　 菓　　子 2,040,606 4.2 2,218,817 4.5

　 雑　　貨 2,997,751 6.2 2,805,620 5.6

　 衣 料 品 1,344,884 2.8 1,104,486 2.2

      米 1,412,189 2.9 1,423,577 2.9

      酒 3,826,722 7.9 3,967,151 8.0

　 惣    菜 3,305,136 6.9 3,594,037 7.2

　 そ の 他 2,448,731 5.1 2,164,090 4.2

　 合    計 48,167,833 100.0 49,737,361 100.0

　（注１）「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。

　（注２）前事業年度は、決算期変更に伴い、11ヶ月間の営業となっております。
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