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       並びに対前期増減率については記載しておりません。

（百万円未満切捨て）

(1) 連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 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 20,659 － △97 － 5 － △519 －

20年２月期 － － － － － － － －

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年２月期 △38 76 － － △3.8 0.0 △0.5

20年２月期 － － － － － － －

(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

(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

21年２月期 18,101 13,321 73.6 993 23

20年２月期 － － － － －

(参考) 自己資本 21年２月期 13,388百万円 20年２月期 14,185百万円

(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

21年２月期 1,139 203 △203 7,332

20年２月期 － － － －

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

中間期末
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 － ７ 00 － 11 00 18 00 241 － －

21年２月期 － ４ 00 － １ 00 ５ 00 67 － 0.5

22年２月期(予想) － ４ 00 － ３ 00 ７ 00 －

(％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)

売上高 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 10,110 － 30 － 90 － △30 － △2 23

通 期 20,300 △1.7 110 － 200 － △40 － △2 98
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4. その他 

  

   (注) 詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

 
(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、32ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

  

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 

 

 

 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.平成21年２月期の連結業績について 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で
あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる
可能性があります。 
２．その他の特記事項 
 当社は平成20年９月１日をもって純粋持株会社とする持株会社体制へ移行し、商号を株式会社リオチェー
ンから株式会社リオチェーンホールディングスに変更するとともに、店舗運営事業を新設子会社である株式
会社リオチェーンに承継いたしました。 
これにより当社は、当連結会計年度より連結財務諸表の作成を行っております。 

(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

(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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 21年２月期 13,430,000株 20年２月期 13,430,000株

② 期末自己株式数 21年２月期 17,852株 20年２月期 14,180株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 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 10,786 △52.0 162 △71.5 274 △60.3 △56 －

 20年２月期 22,475 △12.5 569 △57.1 691 △52.4 173 △72.8

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 △4 19 － －

20年２月期 12 96 － －

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 13,976 13,779 98.6 1,027 38

20年２月期 18,248 14,185 77.7 1,057 35

(参考) 自己資本 21年２月期 13,779百万円 20年２月期 14,185百万円
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当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度との比較分析は行っておりま

せん。 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市

場の混乱等の影響から企業収益は低下し個人消費は低迷するなど、景気の後退感は一層強まってまいり

ました。  

婦人服専門店業界につきましては、お客様の生活防衛意識の高まりにより消費マインドは冷え込み、

引き続き厳しい経営環境が続いております。  

このような状況のもとで、当社は、専門店としてカスタマーのみなさまに、ご満足をいただける店舗

を目指してまいりました。 

商品面につきましては、ファッション性とともに品質面にも配慮した商品開発に注力するとともに、

シーズンごとの重点商品を明確に打ち出してお客様がトータルコーディネートを楽しんでいただける商

品展開をいたしました。 

社内体制につきましては、適材・適所の人員配置を行いました。 

店舗面につきましては、当社の展開する６業態を立地特性に合わせて合理的に出店いたしました。当

連結会計年度の新規出店は、Ｃ.Ｄ.Ｓ.仙台泉パークタウンタピオ店（仙台市泉区）、ＲＩＯエアポー

トウォーク名古屋店（愛知県西春日井郡）等19店舗となりました。一方、経営合理化等のため22店舗の

退店をいたしました。 

当連結会計年度末の店舗数は、ＲＩＯ店113店舗、クレドソル店103店舗、Ｃ.Ｄ.Ｓ.店30店舗、エル

ベンス店８店舗、アンファス店４店舗、マルティーヌ店23店舗の合計281店舗となりました。 

また、既存店の活性化を図るため、ＲＩＯ野田ウイステ店（大阪市福島区）等11店舗の改装を実施い

たしました。 

この結果、当連結会計年度の営業成績につきましては、売上高206億59百万円、経常利益５百万円、

当期純損失は５億19百万円となり、誠に遺憾ながら、平成元年３月の上場以来初めての損失計上となり

ました。 

また、当社は平成20年９月１日をもって純粋持株会社とする持株会社体制へ移行し、商号を株式会社

リオチェーンから株式会社リオチェーンホールディングスに変更するとともに、店舗運営事業を新設子

会社である株式会社リオチェーンに承継いたしました。これにより当社は、当連結会計年度より連結財

務諸表の作成を行っております。 

１ 経営成績   

(1) 経営成績に関する分析

㈱リオチェーンホールディングス（９８３４）平成21年２月期決算短信
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（資産、負債、純資産およびキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

① 資産、負債及び純資産の状況 

資産は、181億１百万円となりました。これは、主に現金及び預金91億37百万円、差入保証金は41

億82百万円、有形固定資産12億65百万円によるものであります。 

負債は、47億80百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が39億48百万円によるもの

であります。 

純資産は、133億21百万円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、73億32百万円となりました。 

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローにつきましては、次のとおりであります。 

（営業活動のキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、11億39百万円となりました。 

これは、主に減価償却費及び償却費４億39百万円、仕入債務の増加額７億61百万円によるものであ

ります。 

（投資活動のキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動の結果得られた資金は、２億３百万円となりました。これは、主

に定期預金の払出による収入42億円、定期預金の預入による支出37億円、投資有価証券の売却及び償

還による収入１億81百万円、有形固定資産の取得による支出３億97百万円によるものであります。 

（財務活動のキャッシュ・フロー） 

当期において財務活動の結果使用した資金は、２億３百万円となりました。 

これは、主に配当金の支払２億１百万円によるものであります。 

(注)なお、当連結会計年度が連結財務諸表作成の初年度であるため、前年度との比較等は記載 

   しておりません。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(注)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 

 (注1)いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 (注2)株式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います。 

(2) 財政状態に関する分析

平成21年２月期

自己資本比率(%) 73.6

時価ベースの自己資本比率(%) 24.5

㈱リオチェーンホールディングス（９８３４）平成21年２月期決算短信
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当社は、企業発展を通じて株主の皆様への利益還元を経営の 重要政策と位置づけております。 

当社は、株主の皆様へ長期に渡り適切な配当を安定的に行い、また企業体質の強化と事業基盤の拡大

のために投資を続けることを利益配分の基本と考えております。 

事業基盤の強化と拡大が 大の経営戦略であり、このために内部留保を効率的に再投資することが重

要です。 

これは、主に積極的な新規出店への店舗建設費と時代に合った高いレベルの店舗への改装費用や物流

システム、情報システムの改善などへの投資が基本となります。 

当連結会計期間の配当につきましては、中間配当として１株につき4円を実施しましたが、当連結会

計年度末配当につきましては、上記方針に基づき、ここ数年の利益実績を勘案し1円とさせていただく

予定であります。 

次期の配当につきましては、第２四半期配当として１株につき４円、期末配当として１株につき３円

とし年間配当は７円を予定しております。 

  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

㈱リオチェーンホールディングス（９８３４）平成21年２月期決算短信
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当社の事業その他に影響を及ぼす可能性があると考えられる重要な要因には、以下のようなものがあ

ります。 

なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、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。 

記載された事項で、将来に関する事項は、平成21年４月24日現在入手可能な情報から当社の経営判断

や予測に基づくものであります。 

① 当社の経営成績は、天候不順や自然災害等により、商品の販売動向や店舗運営に影響を受ける

可能性があります。   

② ファッションを取扱う婦人服専門店業界におきましては、トレンドの変化により商品のライフ

サイクルが短くなり、当社の提案するスタイルが顧客の嗜好と大きな差が生じた場合には、商品の販

売動向に影響を受ける可能性があります。 

③ 当社の企画する商品には、主に中国やアジア各国で生産しております。このため中国やアジア

各国の政治情勢・経済環境・自然災害等により、商品の生産活動に影響を受ける可能性があります。

④ 当社は、ショッピングセンターやファッションビルにテナントとして出店しております。出店

につきましては、出店先であるデベロッパーの信用状態を調査し、決定しておりますが、デベロッパ

ーの破綻が発生した場合、差入保証金、売上預け金の全額または一部が回収不能になる可能性があり

ます。 

⑤ 個人情報保護については、情報の利用及び管理等に細心の注意を払っておりますが、万一、外

部漏洩事件が発生した場合は、社会的信用問題や個人への賠償問題等、業績への悪影響を受ける可能

性があります。 

⑥ 当社は、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しておりますが、収益性の低下した店舗等

について、減損損失を計上することが必要になった場合、当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。 

なお、業績に影響を与える要因は、これらに限定されるものではありません。 

  

  

(4) 事業等のリスク

㈱リオチェーンホールディングス（９８３４）平成21年２月期決算短信
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当社の企業集団の状況は、次のとおりであります。 

株式会社アサヒリオ（親会社）は、動産・不動産売買及びリース・レンタル会社として、当社の使用

する情報機器のリースを行っておりますとともに、損害保険会社の代理店として、当社の加入する損害

保険契約について代理業を行っております。 

株式会社リオ横山（その他の関係会社）はベビー・子供・婦人服の製造販売及び不動産の賃貸・管理

会社であり、当社は同社から商品の仕入を行い、また同社から不動産の一部を賃借しております。 

新設分割設立会社の株式会社リオチェーン（子会社）は、婦人服等小売を行っております。当社は、

同社へ経営指導及び経営委託等を行っております。 

株式会社リオチェーンスタッフ（非連結子会社）は、企業経営および店舗運営のコンサルタント会社

であり、人材育成及び経営合理化のセミナーを開催しております。 

有限会社敦賀クレドソル（非連結子会社）は、店舗運営の受託会社として、当社の敦賀ポートン店の

運営を行っております。 

以上を図示すると、次のとおりであります。 

  

 

 

（注）子会社である有限会社敦賀クレドソル及び株式会社リオチェーンスタッフは、小規模であるため連結

しておりません。 

２ 企業集団の状況

㈱リオチェーンホールディングス（９８３４）平成21年２月期決算短信
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当社は、トータルコーディネートの「スタイル提案型ショップ」を基本コンセプトとして、ヤング・

ヤングミセス・ミセスの方を対象に全国展開をしている婦人服専門店チェーンであります。 

当社の経営基本方針は、「商業人としての本分に徹し、社会生活の改善と向上をはかり日本文化の進

展に寄与する」ことであり、社会において真に必要とされる品々を生産し供給して、社会の繁栄発展に

役立つことにあります。 

ファッション、流通をより科学的に分析し、お客様からの情報をすばやく商品に反映させるシステム

を確立して、事業活動を推進しております。 

  

当社は、利益体質改善をさらに進め、長期的収益力の向上を図るとともに、ＲＯＥ（株主資本当期純

利益率）、ＲＯＡ（総資本当期純利益率）を重要な経営指標として、取り組んでまいります。 

  

当社は、今後さらに発展するために、ドミナントエリアを構築しつつ、新たな地域へ積極的に店舗展

開をし、事業の拡大に取り組んでまいります。また、「Ｃ.Ｄ.Ｓ.」「アンファス」「エルベンス」の

ワンスタイルショップにつきましては、ストアブランドを早期に確立してお客様のロイヤリティを高め

てまいります。 

商品面につきましては、ベーシック、カジュアル、エレガンス等のスタイル別マーチャンダイジング

の一層の強化に取り組んでまいります。 

  

今後の見通しにつきましては、景気の不透明感はさらに増すものと予想されます。 

婦人服専門店業界は、雇用環境の悪化等によりお客様の節約志向は続き、厳しい経営環境は継続する

ものと推察されます。 

このような状況のもとで、当社は、スタイルごとに魅力ある商品の提案を行うとともに、お客様ニー

ズに即応できる組織の強化に努め、経営全般にわたる合理化を推し進める所存であります。 

  

①親会社等の商号等 

 
（注）親会社等の議決権所有者割合欄の（ ）内は、間接所有者割合である。 

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

(5) その他、会社の経営上重要な事項

親会社等 属性
親会社等の議決権  
所有割合（％）

親会社等が発行して
いる株券が上場して
いる証券取引所

 株式会社アサヒリオ 親会社  50.02（19.31） なし

 株式会社リオ横山

上場会社が他の会社
の関連会社である場
合における当該他の

会社

19.31 なし
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②当社と親会社等との関係 

当社と親会社である株式会社アサヒリオを中核としたリオグループに属しており、事業を推進するに

あたり、経営情報の交換等、親会社等の企業グループとの連携を密にしながらも自主独立した経営判断

が行われる状況にあると考えております。 

③親会社等との取引に関する事項 

 親会社等との取引に関しましては、後述の「関連当事者との取引」の（1）親会社及び法人主

要株主等を参照下さい。 
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４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

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 
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 9,137,065

 ２ 受取手形及び売掛金 635,295

 ３ 有価証券 95,536

 ４ たな卸資産 1,009,481

 ５ 繰延税金資産 24,151

 ６ その他 436,193

   流動資産合計 11,337,724 62.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 3,577,003

     減価償却累計額 2,388,922 1,188,081

  (2) 土地 37,179

  (3) その他 163,407

     減価償却累計額 122,930 40,477

   有形固定資産合計 1,265,738 7.0

 ２ 無形固定資産 31,989 0.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 783,140

    (2) 差入保証金 4,182,400

  （3）繰延税金資産 49,314

  （4）その他 506,093

  （5）貸倒引当金 △54,627

   投資その他の資産合計 5,466,320 30.2

   固定資産合計 6,764,048 37.4

   資産合計 18,101,773 100.0
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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 
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金
※２

3,948,361

 ２ 未払法人税等 15,200

 ３ 賞与引当金 51,800

 ４ その他 583,843

   流動負債合計 4,599,205 25.4

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 94,958

 ２ 役員退職慰労引当金 77,541

 ３ 繰延税金負債 3,974

 ４ その他 4,680

   固定負債合計 181,154 1.0

   負債合計 4,780,359 26.4

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,127,500 11.8

 ２ 資本剰余金 1,987,500 11.0

 ３ 利益剰余金 9,192,928 50.8

 ４ 自己株式 △11,625 △0.1

   株主資本合計 13,296,303 73.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金   

24,694 0.1

 ２ 繰延ヘッジ損益 415 0.0

   評価・換算差額等合計 25,109 0.1

   純資産合計 13,321,413 73.6

   負債及び純資産合計 18,101,773 100.0
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(2) 連結損益計算書

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 
(％)

Ⅰ 売上高 20,659,808 100.0

Ⅱ 売上原価 10,859,988 52.6

   売上総利益 9,799,820 47.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 9,897,310 47.9

   営業損失 97,490 △0.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 21,899

 ２ 受取配当金 12,704

 ３ 仕入割引 47,604

 ４ その他 31,032 113,240 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 623

 ２ 為替差損 5,663

 ３ その他 3,956 10,243 0.0

   経常利益 5,506 0.0

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 122,838

 ２ 貸倒引当金戻入益 643

 ３ 受取補償金 67,364 190,846 0.9

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※２ 115,019

 ２ 減損損失 ※３ 111,481

 ３ 役員退職功労加算金 148,466

 ４ 支払退店補償金 83,041

 ５ その他 47,810 505,818 2.4

   税金等調整前
   当期純損失

309,465 △1.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

135,868

   法人税等調整額 74,641 210,509 1.0

   当期純損失 519,974 △2.5

㈱リオチェーンホールディングス（９８３４）平成21年２月期決算短信

ｰ12－



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) 

  

 
  

 
（注）当連結会計年度は連結初年度のため、「平成20年２月29日残高」欄の金額については、個別の 

   前事業年度末の金額を記載しております。 

  

(3) 連結株主資本等変動計算書

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) 2,127,500 1,987,500 9,914,126 △9,524 14,019,601

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 － － △201,222 － △201,222

 当期純損失 － － △519,974 － △519,974

 自己株式の取得 － － － △2,100 △2,100

 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)

－ － △721,197 △2,100 △723,297

平成21年２月28日残高(千円) 2,127,500 1,987,500 9,192,928 △11,625 13,296,303

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成20年２月29日残高(千円) 165,994 △370 165,623 14,185,225

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 － － － △201,222

 当期純損失 － － － △519,974

 自己株式の取得 － － － △2,100

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△141,299 785 △140,513 △140,513

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△141,299 785 △140,513 △863,811

平成21年２月28日残高(千円) 24,694 415 25,109 13,321,413
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

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)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前当期純損失 △309,465

 ２ 減価償却費及び償却費 439,641

 ３ 減損損失 111,481

 ４ 貸倒引当金の減少額  △643

 ５ 受取利息及び受取配当金  △34,604

 ６ 支払利息  623

 ７ 投資有価証券売却益  △122,838

 ８ 固定資産除却損  115,019

 ９ 売上債権の増加額  △23,634

 10 たな卸資産の減少額  277,357

 11 仕入債務の増加額 761,504

 12 その他  61,610

    小計 1,276,051

 13 利息及び配当金の受取額  35,096

 14 利息の支払額  △623

 15 法人税等の支払額  △171,459

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,139,066

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出  △3,700,000

 ２ 定期預金の払出による収入  4,200,000

 ３ 有形固定資産の取得による支出  △397,520

 ４ 投資有価証券の取得による支出  △98,196

 ５ 投資有価証券の売却及び償還による収入  181,188

 ６ 差入保証金の差入による支出  △256,850

 ７ 差入保証金の償還による収入  312,136

 ８ その他  △36,777

   投資活動によるキャッシュ・フロー 203,979

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入による収入  4,800,000

 ２ 短期借入金の返済による支出  △4,800,000

 ３ 自己株式の取得による支出  △2,100

 ４ 配当金の支払額  △201,577

   財務活動によるキャッシュ・フロー △203,677

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,663

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 1,133,704

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 6,198,896

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 7,332,601
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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
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 

(2)連結子会社の名称 

  株式会社リオチェーン 

  株式会社リオチェーンは、平成20年９月１日 

   に新設分割により設立し、当連結会計年 

   度から連結範囲に含めております。 

(3)非連結子会社の名称 

  株式会社リオチェーンスタッフ 

  有限会社敦賀クレドソル 

  (連結の範囲から除いた理由) 

  非連結子会社２社は、いずれも小規模であ   

  り、合計の総資産、売上高、当期純損益 

  (持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見 

   合う額）等は,いずれも連結財務諸表に重要 

   な影響を及ぼしていないため、連結の範囲 

  から除外しております。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 (1)持分法非適用非連結子会社の名称 

  株式会社リオチェーンスタッフ 

  有限会社敦賀クレドソル 

  (持分法を適用しない理由) 

  持分法非適用会社は、各社の当期純損益(持 

   分に見合う額）及び利益剰余金(持分に見う 

   額)等からみて、持分法の対象から除いても 

   連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か 

   つ重要性がないため、持分法の適用範囲から 

   除外しております。 

 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事

項

  連結子会社の決算日は連結決算日と一致し 

    ております。 
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項目
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 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その他有価証券 

  時価のあるもの 

    決算末日の市場価格等に基づく時価法 

    (評価差額は、全部純資産直入法により処 

    理し、売却原価は、移動平均法により算定) 

  時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

 

②たな卸資産 

 商品 

  売価還元法による原価法(ただし、本部在 

  庫品は 終仕入原価法) 

 材料及び貯蔵品 

  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固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 

  定率法 

    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 

 無形固定資産(ソフトウェア) 

  社内における利用可能期間(５年)による 

   定額法 

  長期前払費用 

  定額法 
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項目
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)

 (3) 重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金

 債権の貸倒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賞与引当金

 従業員及び出向受入社員の賞与の支払いに充

てるため、支給見込額のうち当連結会計年度

対応額を計上しております。

③退職給付引当金

 従業員及び出向受入社員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

 数理計算上の差異については、その発生時の

従業員等の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(５年)による按分額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度より費用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払に備えるため、内規 

 に基づく当連結会計年度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 ①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) 重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理によっております。ただし、 

  為替予約が付されている外貨建金銭債務につ 

 いては振当処理を行っております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

 ・ヘッジ手段

  デリバティブ取引(為替予約取引)

 ・ヘッジ対象

  相場変動等による損失の可能性があり、

  相場変動等が評価に反映されていないもの

  及びキャッシュ・フローが固定され、そ

  の変動が回避されるもの(外貨建債務)

③ヘッジ方針

社内管理規程に基づき、外貨建取引の為替レー  
  トの変動によるリスクをヘッジするため、為替 
  予約を締結しております。
④ヘッジの有効性評価の方法
 予定取引について為替予約を付しているた  
 め、その後の為替相場の変動による相関関係は 
 完全に確保されており、その判定をもって有効 
 性の判定に代えております。(当連結会計年度 
 末における有効性の評価を省略しておりま 
 す。)
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項目
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)

 (6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

①消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き 

 方式によっております。

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については、

全面時価評価法を採用しております。

６ 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以

内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資からなって

おります。 
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(6) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

当連結会計年度 
(平成21年２月28日)

※１非連結子会社及び関連会社に対するものは次

のとおりであります。

  
  投資有価証券（株式）   37,440千円

※２期末日満期手形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理しております。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含

まれおります。

               

  支払手形        879,428千円     
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(連結損益計算書関係)

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 販売管理費及び一般管理費のうち主要な
   費目及び金額は次のとおりであります。 
   

  役員報酬及び給料手当   3,366,852千円   

 賞与引当金繰入額           51,800千円

 退職給付費用                154,820千円

 役員退職慰労引当金繰入額      6,250千円

 賃借料                    3,362,857千円

 

※２固定資産除却損の内訳

建物(店舗設備) 112,486千円

長期前払費用 2,532千円

計 115,019千円

 

※３減損損失の内訳

場所 用途 種類
金額
(千円)

神奈川県 
他21件

店舗 建物 107,345

長期 
前払 
費用

4,136

合計 111,481

 資産のグルーピングは、主に店舗単位としてお

 ります。 

 このうち、営業キャッシュ・フローが悪化して 

 いる店舗について、帳簿価額を回収可能価額  

 (０円)まで減額し、減損損失111,481千円を計 

 上しました。 
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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 発行済株式に関する事項 

 
(注)１当連結会計年度は、連結初年度のため、「前連結会計年度末株式数」欄の株式数については、 

  個別の前事業年度末の株式数を記載しております。 

(注)２ 普通株式の自己株式の株式数の増加3,672株は、取締役会決議による自己株式の取得による 

  増加3,300株、単元未満株式の買取による増加372株であります。 

 
２ 剰余金の配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(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 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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) 13,430,000 － － 13,430,000

合計 13,430,000 － － 13,430,000

 自己株式

  普通株式(株）  
 （注）２

14,180 3,672 － 17,852

合計 14,180 3,672 － 17,852

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年５月22日 
定時株主総会

普通株式 147,574千円 11.00円 平成20年２月29日 平成20年５月23日

平成20年10月24日 
取締役会

普通株式 53,648千円 4.00円 平成20年８月31日 平成20年11月18日

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成21年５月28日 
定時株主総会

普通株式 13,412千円 利益剰余金 1.00円 平成21年２月28日 平成21年５月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

現金及び預金勘定 9,137,065千円

有価証券 95,536千円

計 9,232,601千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,900,000千円

現金及び現金同等物 7,332,601千円
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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) 

    全セグメントの売上高の合計、営業損益及び全セグメントの資産の金額合計に占める 

   「婦人服小売事業」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しています。 

  

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) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がい

ずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

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) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

項目
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)

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額及び期末残高相当額

器具及び備品

取得価額相当額 8,528千円

減価償却累計額相当額 6,739千円

期末残高相当額 1,789千円

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、「支払利子込み法」

により算定しております。

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,789千円

１年超 －千円

計 －千円

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、

有形固定資産の期末残高等に占めるその割

合が低いため、「支払利子込み法」によ

り、算定しております。

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 3,100千円

減価償却費相当額 3,100千円

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。
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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 親会社及び法人主要株主等 

  

 
  
  

(注) １ 取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 上記取引は、いずれも当社役員(代表取締役会長)横山和幸(上記会社の代表取締役社長)、との取引(第三者

取引)にも該当いたします。 

３  当社は、平成20年９月１日付で当社の店舗運営事業を株式会社リオチェーンに新設分割により承継しており

ます。店舗運営事業に係る株式会社リオ横山との取引は、当社より連結子会社である株式会社リオチエーン

との取引に変更しております。 

４ 株式会社リオ横山は、平成21年４月１日付にて吸収分割の方法により同社のアパレル事業その他これに関す

る事業の権利義務及び株式会社リオチェーンホールディングスの株式を株式会社リオ横山ホールディングス

に承継しました。 

５ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引条件については、一般の取引先と同様、価格交渉の上、決定しております。 

(関連当事者との取引)

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
(％)

役員の
兼任等 
(名)

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
株式会社
アサヒリ
オ

名古屋
市 
中区

25,600

動産・不動
産売買及び
賃貸並びに
管理・損害
保 険 代 理
業・リ ー
ス・レンタ
ル業

(被所有)
直接 30.7 
間接 19.3

兼任２
不動産の
賃借

営業取引
不動産の賃
借料の支払

40,355

流動資産
その他
差入保証
金

3,531

7,091

その他
の関係
会社

株式会社 
リオ横山

名古屋
市 
中区

100,000

衣料品卸小
売業・不動
産賃貸業及
びショッピ
ングセンタ
ーの運営

(所有)
直接  4.3 
(被所有) 
直接 19.3

兼任３

店舗賃借
及び商品
売上代金
の預け入
れ

営業取引
物流費負担
金の受取

17,297 － －

営業取引
不動産の賃
借の支払

22,704

流動資産
その他 
差入保証
金

5,702

76,070

営業取引
商品売上代
金の預け入
れ

153,859 － －

商品の購
入

営業取引
商品の仕入

68,228 － －
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２ 子会社等 

  

 
(注) １ 取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 上記取引は、当社役員(代表取締役会長)横山和幸(上記会社の代表取締役会長)、及び当社役員（代表取締役

社長）横山卓幸（上記会社の代表取締役社長）との取引(第三者取引)にも該当いたします。 

３ 当社は、平成20年９月１日付で当社の店舗運営事業を株式会社リオチェーンに新設分割により承継しており

ます。店舗運営事業に係る株式会社リオチェーンスタッフとの取引は、当社より連結子会社である株式会社

リオチエーンとの取引に変更しております。 

４ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  取引条件については、一般の取引先と同様、価格交渉の上、決定しております。 

  

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
(％)

役員の
兼任等 
(名)

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社

株式会社 
リオチェ
ーンスタ
ッフ

名古屋
市 
中区

40,000
企業経営コ
ンサルタン
ト業

(所有)
直接 100

兼任５

出向者受
入 
セミナー
受講

営業取引
出向者事務
手数料の支
払

17,121 ― ―

営業取引
出向者人件
費の支払

1,707,935 未払費用 2,355

営業取引
出向者社会
保険料の支
払

201,642 未払金 696

営業取引
出向者採用
費用の支払

44,680 ― ―
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(税効果会計関係)

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

(繰延税金資産)

①流動資産

  賞与引当金 21,330千円

  その他 6,255千円

      小計 27,586千円

②固定資産

  貸倒引当金 22,178千円

  退職給付引当金 38,552千円

  役員退職慰労引当金 31,481千円

  減損損失 70,934千円

  投資有価証券評価損 21,232千円

  税務上の繰越欠損金 136,609千円

  その他 2,400千円

      小計 323,389千円

 評価性引当額 △264,225千円

 繰延税金資産合計 86,751千円

(繰延税金負債)

 その他有価証券評価差額金 16,968千円

 その他 291千円

    繰延税金負債合計 17,259千円

 差引：繰延税金資産の純額 69,491千円

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

主な項目別の内訳 

  

税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。 
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について46,904千円減損処理を行っております。 

減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処理を行

い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につ

いて減損処理を行っております。 

  

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

３ その他有価証券で時価のないもの 

  

 
  

  

(有価証券関係)

区分

当連結会計年度
(平成21年２月28日)

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

 株式 164,170 213,095 48,925

 債券 － － －

 その他 － － －

小計 164,170 213,095 48,925

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

 株式 156,469 149,207 △7,262

 債券 － － －

 その他 － － －

小計 156,469 149,207 △7,262

合計 320,639 362,303 41,663

区分
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)

売却額(千円) 181,188

売却益の合計額(千円) 122,838

売却損の合計額(千円) －  

内容

当連結会計年度 
(平成21年２月28日)

連結貸借対照表計上額(千円)

非上場株式

ＭＭＦ

383,397

95,536
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１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 

  

 
  

(デリバティブ取引関係)

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) 取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨の為替予約であります。

(2) 取引に関する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の為替変動によるリスク回避を目的としてお

り、投機的な取引は行わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

 当社のデリバティブ取引は、外貨建金銭債務の為替変動リスクを回避し、安定的

な利益の確保を図る目的で利用しております。

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

 ① ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約が付されている外貨建金

銭債務については、振当処理を行っております。

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段   為替予約取引

   ヘッジ対象   外貨建金銭債務

 ③ ヘッジ方針

  社内管理規程に基づき、外貨建取引の為替レートの変動によるリスクをヘッジ

にするため、為替予約を締結しております。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

  予定取引について為替予約を付しているため、その後の為替相場の変動による

相関関係は完全に確保されており、その判定をもって有効性の判定に代えており

ます。

 (当連結会計年度末における有効性の評価を省略しております。)

(4) 取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引は為替相場の変動によるリスクはほとんどないと認識しておりま

す。

(5) 取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた社内管理規程等

に従い、取締役会の承認を得て行なっております。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

  該当事項はありません。

当連結会計年度
(平成21年２月28日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 デリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、注記の対象から

除いております。
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(退職給付関係)

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

  当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度、及

び退職一時金制度を設けております。 

また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職

給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。 

・要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項

(1) 制度全体の積立状況に関する事項(平成20年３月31日現在）

    年金資産の額 55,467千円

    年金財政計算上の給付債務の額 85,891千円

    差引額 △30,424千円

       (2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出金割合（自 平成19年４月１日  
       至 平成20年３月31日） 
       0.6%
       (3) 捕捉説明 
          上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高 
           △17,680,565千円である。

   本制度における過去勤務債務の償却方法は期間13年元利均等償却であり、 

  当社は、当期の連結財務諸表上、特別掛金1,763千円を費用処理しており 

 ます。 

 なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致いたしませ 

  ん。

２ 退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務 △981,578千円

(2) 年金資産 1,172,347千円

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) 190,769千円

(4) 未認識数理計算上の差異 △285,727千円

(5) 貸借対照表純額(3)+(4) △94,958千円

(6) 前払年金費用 －千円

(7) 退職給付引当金(5)-(6) △94,958千円

 

３ 退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用 81,006千円

(2) 利息費用 18,660千円

(3) 期待運用収益 △18,982千円

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 72,109千円

(5) その他 2,027千円

(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 154,820千円

(注) 「その他」は、ナオリ厚生年金基金への拠出額(会社負担分)等でありま  

    す。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率  1.5％

(3) 期待運用収益率  1.5％

(4) 数理計算上の差異の処理年数 ５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額法によ

り翌期からそれぞれ費用処理するこ

ととしています。
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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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純損失 

 
  

(１株当たり情報)

項目
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 993.23円

１株当たり当期純損失 38.76円

 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、潜在株式がないため記載しており

ません。

項目
当連結会計年度 

(平成21年２月28日)

純資産の部の合計金額(千円) 13,321,413

純資産の部の合計額と１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式に係る純資産額との差額(千円)

－

普通株式に係る純資産額(千円) 13,321,413

普通株式の発行済株式数(株) 13,430,000

普通株式の自己株式数(株) 17,852

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(株)

13,412,148

項目
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)

当期純損失(千円) 519,974

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る当期純損失(千円) 519,974

普通株式の期中平均株式数(株) 13,412,387
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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) 

該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

第41期 

(平成20年２月29日)

第42期 

(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 8,098,896 7,115,062

 ２ 売掛金 611,661 －

 ３ 商品 1,254,059 －

 ４ 材料 14,168 －

 ５ 貯蔵品 18,611 －

 ６ 前払費用 54,698 9,213

 ７ 未収入金 97,373 437,765

 ８ 繰延税金資産 60,594 2,727

 ９ 一年以内に償還を 

   受ける差入保証金
117,400 5,587

 10 その他 8,456 5,730

   流動資産合計 10,335,922 56.6 7,576,087 54.2

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物 3,616,678 21,080

     減価償却累計額 2,175,741 1,440,937 13,365 7,714

  ２ 車両運搬具 6,291 6,291

     減価償却累計額 5,538 752 5,768 522

  ３ 器具及び備品 140,365 64,910

     減価償却累計額 88,695 51,670 46,725 18,185

  ４ 土地 37,179 37,179

  ５ 建設仮勘定 1,360 －

   有形固定資産合計 1,531,899 8.4 63,602 0.4

 (2) 無形固定資産

  １ ソフトウェア 4,033 5,316

  ２ 電話加入権 26,563 3,267

   無形固定資産合計 30,596 0.2 8,583 0.1

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 628,870 362,201

  ２ 関係会社株式 399,115 449,115

  ３ 出資金 7,373 －

  ４ 長期貸付金 14,374 5,000,000

  ５ 長期前払費用 94,604 －

  ６ 差入保証金 4,288,440 83,269

  ７ 開店前差入保証金 17,820 －

  ８ 長期性預金 800,000 300,000

  ９ 長期未収入金 19,227 －

  10 破産更生等債権 55,270 54,627

    11  繰延税金資産 － 49,314

  12 その他 79,986 84,529

  13 貸倒引当金 △55,270 △54,627

   投資その他の資産合計 6,349,813 34.8 6,328,430 45.3

   固定資産合計 7,912,309 43.4 6,400,617 45.8

   資産合計 18,248,231 100.0 13,976,705 100.0
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第41期 

(平成20年２月29日)

第42期 

(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 支払手形 ※１ 2,182,638 －

 ２ 買掛金 ※１ 1,004,218 －

 ３ 未払金 ※１ 298,601 15,423

 ４ 未払法人税等 63,000 －

 ５ 未払消費税等 18,034 －

 ６ 未払費用 ※１ 235,430 3,295

 ７ 預り金 3,467 2,979

 ８ 賞与引当金 112,000 1,800

 ９ 役員賞与引当金 900 －

 10 その他 933 189

   流動負債合計 3,919,225 21.5 23,686 0.2

Ⅱ 固定負債

 １ 預り保証金 6,180 1,080

 ２ 退職給付引当金 1,969 94,958

 ３ 役員退職慰労引当金 123,225 77,541

 ４ 繰延税金負債 12,406 －

   固定負債合計 143,780 0.8 173,579 1.2

   負債合計 4,063,005 22.3 197,266 1.4

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,127,500 11.7 2,127,500 15.2

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,987,500 1,987,500

   資本剰余金合計 1,987,500 10.9 1,987,500 14.2

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 404,100 404,100

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 8,760,000 8,760,000

    繰越利益剰余金 750,026 492,525

   利益剰余金合計 9,914,126 54.3 9,656,626 69.1

 ４ 自己株式 △9,524 △0.1 △11,625 △0.1

   株主資本合計 14,019,601 76.8 13,760,001 98.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 

   評価差額金
165,994 0.9 19,437 0.1

 ２ 繰延ヘッジ損益 △370 △0.0 － 0.0

   評価・換算差額等合計 165,623 0.9 19,437 0.1

   純資産合計 14,185,225 77.7 13,779,438 98.6

   負債及び純資産合計 18,248,231 100.0 13,976,705 100.0
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(2) 損益計算書

第41期

(自 平成19年３月１日

至 平成20年２月29日)

第42期

(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 22,475,722 100.0 10,786,491 100.0

Ⅱ 売上原価

  １ 商品等期首たな卸高 1,359,510 1,268,227

 ２ 当期商品等仕入高 ※１ 11,380,416 5,213,893

        合計 12,739,927 6,482,121

 ３ 商品等期末たな卸高 1,268,227 11,471,700 992,206 5,489,914

   売上総利益 11,004,022 49.0 5,296,576 49.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 配送費 315,668 141,883

 ２ 広告宣伝費 529,901 252,011

 ３ 役員報酬及び給料手当 3,575,877 1,794,000

 ４ 福利厚生費 443,202 218,811

 ５ 賞与引当金繰入額 112,000 1,800

 ６ 役員賞与引当金繰入額 900 －

 ７ 役員退職慰労引当金繰入額 6,700 6,250

 ８ 退職給付費用 110,219 82,657

 ９ 賃借料 3,462,400 1,724,051

 10 器具消耗品費 193,150 91,362

 11 水道光熱費 296,532 135,343

 12 事業所税等 53,111 31,103

 13 減価償却費及び償却費 405,728 219,625

 14 その他 928,825 10,434,218 46.5 435,552 5,134,452 47.6

   営業利益 569,803 2.5 162,124 1.5
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第41期

(自 平成19年３月１日

至 平成20年２月29日)

第42期

(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 

(％)

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 ※２ 15,677 50,741

 ２ 受取配当金 14,706 12,469

 ３ 仕入割引 53,240 25,321

 ４ 債務振替益 12,332 4,385

 ５ 雑収入 26,673 122,630 0.6 20,582 113,501 1.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 － 467

 ２ 雑損失 714 714 0.0 294 762 0.0

   経常利益 691,720 3.1 274,863 2.5

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 70,229 122,838

 ２ 貸倒引当金戻入益 24,334 643

 ３ 受取補償金 11,321 65,000

 ４ その他 13,935 119,820 0.5 － 188,481 1.8

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※３ 143,718 46,246

 ２ 投資有価証券評価損 － 46,730

 ３ 支払退店補償金 46,973 41,958

 ４ 減損損失 ※４ 129,484 51,833

 ５ 役員退職慰労加算金 － 148,466

 ６ その他 3,986 324,163 1.4 906 336,142 3.1

   税引前当期純利益 487,376 2.2 127,202 1.2

   法人税、住民税 

   及び事業税
317,400 120,527

   法人税等調整額 △3,999 313,401 1.4 62,952 183,479 1.7

    当期純利益又は 

    当期純損失（△）
173,975 0.8 △56,277 △0.5
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第41期(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 
  

 
  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

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２月28日残高(千円) 2,127,500 1,987,500 1,987,500

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 ― ― ―

 別途積立金の積立 ― ― ―

 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)

― ― ―

事業年度期間中の変動額合計(千円) ― ― ―

平成20年２月29日残高(千円) 2,127,500 1,987,500 1,987,500

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
合計別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年２月28日残高(千円) 404,100 8,760,000 817,764 9,981,865 △1,120 14,095,744

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 ― ― △241,713 △241,713 ― △241,713

 別途積立金の積立 ― ― ― ― ― ―

 当期純利益 ― ― 173,975 173,975 ― 173,975

 自己株式の取得 ― ― ― ― △8,403 △8,403

 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) ― ― △67,738 △67,738 △8,403 △76,142

平成20年２月29日残高(千円) 404,100 8,760,000 750,026 9,914,126 △9,524 14,019,601

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算 
差額等合計

平成19年２月28日残高(千円) 350,325 △0 350,324 14,446,069

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 ― ― ― △241,713

 別途積立金の積立 ― ― ― ―

 当期純利益 ― ― ― 173,975

 自己株式の取得 ― ― ― △8,403

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△184,330 △370 △184,701 △184,701

事業年度中の変動額合計(千円) △184,330 △370 △184,701 △260,843

平成20年２月29日残高(千円) 165,994 △370 165,623 14,185,225
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第42期(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) 2,127,500 1,987,500 1,987,500

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 ― ― ―

 当期純損失 ― ― ―

 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) 2,127,500 1,987,500 1,987,500

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
合計別途積立金 繰越利益剰余金

平成20年２月29日残高(千円) 404,100 8,760,000 750,026 9,914,126 △9,524 14,019,601

事業年度中の変動額

剰余金の配当 ― ― △201,222 △201,222 ― △201,222

当期純損失 ― ― △56,277 △56,277 ― △56,277

自己株式の取得 ― ― ― ― △2,100 △2,100

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) ― ― △257,500 △257,500 △2,100 △259,600

平成21年２月28日残高(千円) 404,100 8,760,000 492,525 9,656,626 △11,625 13,760,001

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算 
差額等合計

平成20年２月29日残高(千円) 165,994 △370 165,623 14,185,225

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 ― ― ― △201,222

 当期純損失 ― ― ― △56,277

 自己株式の取得 ― ― ― △2,100

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△146,557 370 △146,186 △146,186

事業年度中の変動額合計(千円) △146,557 370 △146,186 △405,787

平成21年２月28日残高(千円) 19,437 ― 19,437 13,779,438
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※当事業年度における「キャッシュ・フロー計算書」については、連結財務諸表に記載しておりま

す。 

  

 
  

(4) キャッシュ・フロー計算書

第41期
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前当期純利益 487,376

 ２ 減価償却費及び償却費 413,761

 ３ 減損損失 129,484

 ４ 貸倒引当金の減少額 △24,334

 ５ 受取利息及び受取配当金 △30,384

 ６ 投資有価証券売却益 △70,229

 ７ 固定資産除却損 143,718

 ８ 売上債権の減少額 112,307

 ９ たな卸資産の減少額 89,080

 10 仕入債務の減少額 △661,492

 11 その他 △98,609

    小計 490,679

 12 利息及び配当金の受取額 24,833

 13 法人税等の支払額 △449,975

   営業活動によるキャッシュ・フロー 65,538

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △2,200,000

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △559,692

 ３ 有形固定資産の売却による収入 21,864

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △11,065

 ５ 投資有価証券の売却及び償還による収入 121,635

 ６ 差入保証金の差入による支出 △95,169

 ７ 差入保証金の償還による収入 361,846

 ８ その他 △11,230

   投資活動によるキャッシュ・フロー △2,371,811

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 自己株式の取得による支出 △8,403

 ２ 配当金の支払額 △240,721

   財務活動によるキャッシュ・フロー △249,125

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △2,555,398

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 8,754,295

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 6,198,896
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(5) 重要な会計方針

項目
第41期

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第42期
(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

  時価のあるもの

  決算末日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、移動

平均法により算定)

(2) 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 たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品 

  売価還元法による原価法 

(但し、本部在庫品は 終仕入原価法)

(1) 商品

同左

(2) 材料 

  終仕入原価法

(2) 材料

同左

(3) 貯蔵品 

  終仕入原価法

(3) 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

  ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備は除く)

については定額法

(1) 有形固定資産

  定率法

  ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備は除く)

については定額法

  (会計方針の変更）

  法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83号))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。

  この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益は、それぞれ19,108千円減少

しております。

  (追加情報)

  法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83号))に伴い、当

事業年度より、平成19年３月31日以

前に取得したものについては、償却

可能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等償却する方法によ

っております。

  この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益は、それぞれ2,601千円減少

しております。

(2) 無形固定資産

  (ソフトウェア)

  社内における利用可能期間(５年)

による定額法

(2) 無形固定資産

  (ソフトウェア)

同左

(3) 長期前払費用

  定額法

(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) 賞与引当金

  従業員及び出向受入社員の賞与の

支払いに充てるため、支給見込額の

うち当期期間対応額を計上しており

ます。

(2) 賞与引当金

同左
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項目
第41期

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第42期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

(3) 役員賞与引当金

  役員の賞与の支払いに充てるた

め、支給見込額を計上しておりま

す。

(3) 役員賞与引当金

――――

(4) 退職給付引当金

  従業員及び出向受入社員の退職給

付に備えるため、当期末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。

  なお、適格退職年金制度部分につ

いては、年金資産見込額が退職給付

債務見込額に未認識数理計算上の差

異を加減した額を超過しているた

め、超過額を前払年金費用として長

期前払費用に含めて計上しておりま

す。

  数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員等の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(7年)による

按分額をそれぞれ発生の翌期より費

用処理することとしております。

 (追加情報)

  従業員の平均残存勤務期間の短縮

に伴い数理計算上の差異の費用処理

年数の見直しを行った結果、当期よ

り８年から７年に短縮しておりま

す。

  この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益が、それぞれ10,520千円減少

しております。

(4) 退職給付引当金

  従業員及び出向受入社員の退職給

付に備えるため、当期末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。

  数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員等の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(5年)による

按分額をそれぞれ発生の翌期より費

用処理することとしております。

 (追加情報)

  従業員の平均残存勤務期間の短縮

に伴い数理計算上の差異の費用処理

年数の見直しを行った結果、当期よ

り７年から５年に短縮しておりま

す。

  この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益が、それぞれ16,565千円減少

しております。

(5) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支払いに充て

るため、内規に基づく期末要支払額

を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左
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項目
第41期

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第42期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

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 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。

  ただし、為替予約が付されている

外貨建金銭債務については、振当処

理を行っております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  ①ヘッジ手段

  デリバティブ取引(為替予約取引)

  ②ヘッジ対象

  相場変動等による損失の可能性が

あり、相場変動等が評価に反映さ

れていないもの及びキャッシュ・

フローが固定されその変動が回避

されるもの。(外貨建金銭債務)

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

  社内管理規程に基づき、外貨建取

引の為替レートの変動によるリスク

をヘッジするため、為替予約を締結

しております。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

  予定取引について為替予約を付し

ているため、その後の為替相場の変

動による相関関係は完全に確保され

ており、その判定をもって有効性の

判定に代えております。（当期末に

おける有効性の評価を省略しており

ます。）

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、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

しか負わない短期的な投資からなって

おります。

―――

８ その他の財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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(6) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

項目
第41期

(平成20年２月29日)
第42期 

(平成21年２月28日)

※１ 関係会社に係る注記  関係会社に対する負債のうち区分 

 掲記されたもの以外で、各科目に 

 含まれているものの合計額は、 

 203,774千円であります。

 関係会社に対する資産・負債のう 

 ち区分掲記されたもの以外で、次 

 のものがあります。

流動資産
 前払費用         3,646千円
未収入金         298,766千円
 一年以内に償還を 
 受ける差入保証金    5,587千円

固定資産
長期貸付金     5,000,000千円
差入保証金         83,269千円

流動負債 
未払金             2,747千円
未払費用           2,355千円
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(損益計算書関係)

項目
第41期

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第42期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

※１ 当期商品等仕入高に含ま

れる 

物流原価

110,341千円

(うち減価償却費

及び償却費 8,033千円)

46,584千円

(うち減価償却費

及び償却費 4,620千円)

当期商品等仕入高に含ま

れる

委託生産商品仕入高

国内

海外

 

  

 

191,655千円 

4,317,066千円

 

  

 

79,397千円 

1,781,158千円

※２ 関係会社との取引 ――― 関係会社に対するものは、次のと
  おりであります。

 受取利息          29,537千円

※３ 固定資産除却損の内訳 建物(店舗設備) 138,223千円

器具及び備品 2,832千円

長期前払費用 2,662千円

計 143,718千円
 

建物(店舗設備) 45,444千円

長期前払費用 802千円

計 46,246千円

※４ 減損損失の内訳

 

当社は以下の減損損失を計上して

おります。

場所 用途 種類
金額
(千円)

静岡県 
他20件

賃貸
・ 
店舗 

建物
  

土地 
  

長期 
前払 
費用

77,346
  

49,528 
  
 

2,609 
 

合 計 129,484

資産のグルーピングは、主に店舗

単位としております。

このうち、営業キャッシュ・フロ

ーが悪化している店舗について、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、

減損損失129,484千円を計上しまし

た。

なお、店舗用建物等の回収可能価

額は主に使用価値により測定し、割

引率は3.6％を用いております。

また、土地の回収可能価額は正味

売却価額により測定し、正味売却価

額は路線価を基準に測定しておりま

す。

 

当社は以下の減損損失を計上して

おります。

場所 用途 種類
金額
(千円)

千葉県
他14件

店舗 建物 50,545

長期 
前払 
費用

1,288

合計 51,833

資産のグルーピングは、主に店舗

単位としております。

このうち、営業キャッシュ・フロ

ーが悪化している店舗について、帳

簿価額を回収可能価額(０円)まで減

額し、減損損失51,833千円を計上し

ました。
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第41期(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

１ 発行済株式に関する事項 

  

 
  

２ 自己株式に関する事項 

  

 
(注) 株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。 

① 取締役会決議に基づく市場からの買受によるものは、12,600株であります。 

② 単元未満株式の買取によるものは、180株であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 13,430,000 ― ― 13,430,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 1,400 12,780 ― 14,180

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年5月24日 
定時株主総会

普通株式 147,714千円 11.00円 平成19年2月28日 平成19年5月25日

平成19年10月18日 
取締役会

普通株式 93,999千円 7.00円 平成19年8月31日 平成19年11月19日

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年5月22日 
定時株主総会

普通株式 147,574千円 利益剰余金 11.00円 平成20年2月29日 平成20年5月23日
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第42期(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

自己株式に関する事項 

  

 
(注) 株式数の増加の内訳は、次のとおりであります。 

① 取締役会決議に基づく市場からの買受によるものは、3,300株であります。 

② 単元未満株式の買取によるものは、372株であります。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 14,180 3,672 ― 17,852
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※当事業年度における「キャッシュ・フロー計算書関係」については、連結財務諸表における注記事

項として記載しております。 

  

 
  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

第41期
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 8,098,896千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,900,000千円

現金及び現金同等物 6,198,896千円
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(リース取引関係)

項目
第41期

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第42期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引

１ リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

器具
及び備品

取得価額相当額 13,170千円

減価償却累計額相当額 8,280千円

期末残高相当額 4,889千円

１ リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

器具
及び備品

取得価額相当額 －千円

減価償却累計額相当額 －千円

期末残高相当額 －千円

  なお、取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低い

ため、「支払利子込み法」により

算定しております。

同左

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 3,100千円

１年超 1,789千円

計 4,889千円

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 －千円

１年超 －千円

計 －千円

  なお、未経過リース料期末残高相

当額は、有形固定資産の期末残高

等に占めるその割合が低いため、

「支払利子込み法」により、算定

しております。

同左

３ 支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 5,301千円

減価償却費相当額 5,301千円

３ 支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 1,679千円

減価償却費相当額 1,679千円

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。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左
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※当事業年度に係る「有価証券関係」(子会社株式で時価のあるものは除く。)については、連結財務

諸表における注記事項として記載しております。 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処理を行

い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につ

いて減損処理を行っております。 

  

２ 当期中に売却したその他有価証券 

  

 
  

(有価証券関係)

区分

第41期
(平成20年２月29日)

取得原価
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

 株式 280,496 570,387 289,890

 債券 ― ― ―

 その他 ― ― ―

小計 280,496 570,387 289,890

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

 株式 47,200 36,762 △10,438

 債券

  国債・地方債 ― ― ―

 その他 ― ― ―

小計 47,200 36,762 △10,438

合計 327,697 607,149 279,451

区分
第41期

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

売却額(千円) 181,188

売却益の合計額(千円) 70,229

売却損の合計額(千円) ―
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３ その他有価証券で時価のないもの 

  

 
  

  

４ その他有価証券のうち満期があるものの決算日後の償還予定額 

   該当事項はありません。 

  

 ５ 子会社株式で時価があるもの 

   子会社株式で時価のあるものはありません。 

   当事業年度（平成21年２月28日）子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

内容

第41期
(平成20年２月29日)

貸借対照表計上額(千円)

非上場株式 383,397
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※当事業年度における「デリバティブ取引関係」については、連結財務諸表における注記事項として

記載しております。 

１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 

  

 
  

(デリバティブ取引関係)

第41期
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

(1) 取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨の為替予約であります。

(2) 取引に関する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の為替変動によるリスク回避を目的としてお

り、投機的な取引は行わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

 当社のデリバティブ取引は、外貨建金銭債務の為替変動リスクを回避し、安定的

な利益の確保を図る目的で利用しております。

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

 ① ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約が付されている外貨建金

銭債務については、振当処理を行っております。

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段   為替予約取引

  ヘッジ対象   外貨建金銭債務

 ③ ヘッジ方針

  社内管理規程に基づき、外貨建取引の為替レートの変動によるリスクをヘッジ

にするため、為替予約を締結しております。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

  予定取引について為替予約を付しているため、その後の為替相場の変動による

相関関係は完全に確保されており、その判定をもって有効性の判定に代えており

ます。

 (当期末における有効性の評価を省略しております。)

(4) 取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引は為替相場の変動によるリスクはほとんどないと認識しておりま

す。

(5) 取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた社内管理規程等

に従い、取締役会の承認を得て行なっております。

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 該当事項はありません。

第41期
(平成20年２月29日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 デリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、注記の対象から

除いております。
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※当事業年度における「持分法損益等」については、連結財務諸表を作成しているため、記載してお

りません。 

第41期(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

関連会社がないため該当事項はありません。 

  

(持分法投資損益等)

㈱リオチェーンホールディングス（９８３４）平成21年２月期決算短信

ｰ53－



※当事業年度における「関連当事者との取引」については、連結財務諸表における注記事項として

記載しております。 

  

第41期(自平成19年３月１日 至平成20年２月29日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

 
(注) １ 取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 上記取引は、いずれも当社役員(代表取締役会長)横山和幸(上記会社の代表取締役社長)との取引(第三者取

引)にも該当いたします。 

３ 平成20年４月１日に、株式会社アサヒリオは株式会社リオプラザを吸収合併いたしました。 

４ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  取引条件については、一般の取引先と同様、価格交渉の上、決定しております。 

  

(関連当事者との取引)

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
(％)

役員の
兼任等 
(名)

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
株式会社
アサヒリ
オ

名古屋
市 
中区

25,600

動産・不動
産売買及び
賃貸並びに
管理・損害
保 険 代 理
業・リ ー
ス・レンタ
ル業

(被所有)
直接 30.7 
間接 19.3

兼任３
情報機器
のリース

営業取引
情報機器 
リース料の
支払

1,314 ― ―

その他
の関係
会社

株式会社 
リオ横山

名古屋
市 
中区

100,000

衣料品卸小
売業・不動
産賃貸業及
びショッピ
ングセンタ
ーの運営

(所有)
直接  4.2 
(被所有) 
直接 19.3

兼任４

店舗賃借
及び商品
売上代金
の預け入
れ

営業取引
物流費負担
金の受取

32,679
流動資産
のその他

2,060

営業取引
不動産の賃
借の支払

51,584

前払費用 
差入保証
金 
未払費用

2,879

87,245

1,188

営業取引
商品売上代
金の預け入
れ

354,002 売掛金 8,349

商品の購
入

営業取引
商品の仕入

211,315
支払手形 
買掛金

53,279
28,054
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２ 子会社等 

  

 
(注) １ 取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 上記取引は、いずれも当社役員(代表取締役会長)横山和幸(株式会社リオチェーンスタッフの代表取締役会

長)との取引(第三者取引)にも該当いたします。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  取引条件については、一般の取引先と同様、価格交渉の上、決定しております。 

  

３ 兄弟会社等 

  

 
(注) １ 当社の親会社の株式会社アサヒリオの子会社であります。 

２ 取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。 

３ 上記取引は、いずれも当社役員(代表取締役会長)横山和幸(上記会社の代表取締役社長)との取引(第三者取

引)にも該当いたします。 

４ 平成20年4月1日に、株式会社リオプラザは株式会社アサヒリオに吸収合併されました。 

５ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  取引条件については、一般の取引先と同様、価格交渉の上、決定しております。 

  

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
(％)

役員の
兼任等 
(名)

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社

株式会社 
リオチェ
ーンスタ
ッフ

名古屋
市 
中区

40,000
企業経営コ
ンサルタン
ト業

(所有)
直接 100

兼任５

出向者受
入 
セミナー
受講

営業取引
セミナー受
講料の支払

3,051 ― ―

営業取引
出向者事務
手数料の支
払

35,243 ― ―

営業取引
出向者人件
費の支払

3,524,345 未払費用 107,596

営業取引
出向者社会
保険料の支
払

416,009 未払金 10,099

営業取引
出向者採用
費用の支払

146,330 未払費用 3,555

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
(％)

役員の
兼任等 
(名)

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社

の子会

社

株式会社 

リオプラ

ザ

名古屋

市 

中区

10,000
不動産賃貸

業

― 

(注)１
兼任２

同社より

本社事務

所賃借

営業取引 

不動産の賃

借の支払

40,355

前払費用 

差入保証

金

3,531

7,091
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(税効果会計関係)

第41期 
(平成20年２月29日)

第42期
(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

(繰延税金資産)

①流動資産

  未払事業税 5,368千円

  賞与引当金 45,472千円

  その他 9,753千円

      小計 60,594千円

②固定資産

 貸倒引当金 22,439千円

 役員退職慰労引当金 50,029千円

 減損損失 50,069千円

 その他 5,938千円

      小計 128,477千円

 繰延税金資産合計 189,072千円

(繰延税金負債)

 その他有価証券評価差額金 113,457千円

 前払年金費用 27,426千円

    繰延税金負債合計 140,884千円

 差引：繰延税金資産の純額 48,188千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(繰延税金資産)

①流動資産

  未払金（未払事業所税） 1,904千円

  その他 823千円

      小計 2,727千円

②固定資産

 貸倒引当金 22,178千円

  退職給付引当金 38,552千円

 役員退職慰労引当金 31,481千円

 減損損失 20,435千円

 投資有価証券評価損 21,160千円

 その他 2,400千円

      小計 136,210千円

 評価性引当額 △73,610千円

 繰延税金資産合計 65,327千円

(繰延税金負債)

 その他有価証券評価差額金 13,285千円

    繰延税金負債合計 13,285千円

 差引：繰延税金資産の純額 52,041千円

 

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な項目別の内訳

 法定実効税率 40.6％

(調整)

 住民税均等割等 23.0％

 その他 0.7％

  税効果会計適用後の 
  法人税等の負担率

64.3％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率 40.6％

(調整)

 住民税均等割等 45.4％

 評価性引当額の増加 57.9％

 その他 0.3％

 税効果会計適用後の
  法人税等の負担率

144.2％
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※当事業年度における「退職給付関係」については、連結財務諸表における注記事項として記載して

おります。 

  

 
  

(退職給付関係)

第41期
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１ 採用している退職給付制度の概要

 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度、適格退職年金制度及び厚生

年金基金制度を採用しております。

２ 退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務 △1,244,008千円

(2) 年金資産 1,265,504千円

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) 21,496千円

(4) 未認識数理計算上の差異 44,088千円

(5) 貸借対照表純額(3)+(4) 65,584千円

(6) 前払年金費用 67,553千円

(7) 退職給付引当金(5)-(6) 1,969千円

 

３ 退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用 75,314千円

(2) 利息費用 17,803千円

(3) 期待運用収益 △18,898千円

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 33,934千円

(5) その他 2,064千円

(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 110,219千円

(注) 「その他」は、ナオリ厚生年金基金への拠出額(会社負担分)であります。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率  1.5％

(3) 期待運用収益率  1.5％

(4) 数理計算上の差異の処理年数 ７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額法により翌

期からそれぞれ費用処理することとし

ています。

５ 総合設立型であるナオリ厚生年金基金の年金資産に占める当社の金額(掛金拠

出割合で按分)は、149,995千円であります。
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※当事業年度における「ストック・オプション等関係」については、連結財務諸表における注記事項

として記載しております。 

第41期(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 

  

第41期(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 

第42期(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失 

 
  

(１株当たり情報)

項目
第41期

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第42期
(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 1,057.35円 1,027.38円

１株当たり当期純利益 
 又は当期純損失（△） 12.95円 △4.19円

 

 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、潜在株

式がないため記載しておりません。

 

同左

項目
第41期

(平成20年２月29日)
第42期 

(平成21年２月28日)

純資産の部の合計金額(千円) 14,185,225 13,779,438

純資産の部の合計額と1株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式に係る純資産額との差額
(千円)

― ―

普通株式に係る純資産額(千円) 14,185,225 13,779,438

普通株式の発行済株式数(株) 13,430,000 13,430,000

普通株式の自己株式数(株) 14,180 17,852

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株)

13,415,820 13,412,148

項目
第41期

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第42期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当期純利益又は当期純損失（△） (千円) 173,975 △56,277

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 
又は当期純損失（△） (千円)

173,975 △56,277

普通株式の期中平均株式数(株) 13,426,101 13,412,387
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第41期(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 

第42期(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)
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① 新任取締役候補 

   取締役     浜口 耕作 （現 当社 執行役員 店舗運営部部長） 

② 退任予定取締役 

   取締役     梅村 二三男（現 当社 取締役） 

   ③ 新任監査役候補 

     社外監査役候補 田川 浩之 （現 株式会社リオ横山ホールディングス 執行役員）  

   ④ 退任予定監査役 

      社外監査役   高木 博行 （現 株式会社リオ横山 取締役副社長）  

該当事項ありません。 

６ その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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      商品（種類）別売上高 
                                        （千円未満切捨て）    

 
  

項目

第４１期 第４２期

自 平成19年３月１日 自 平成20年３月１日

至 平成20年２月29日 至 平成21年２月28日

金額 構成比 金額 構成比

    ％   ％

重 衣 料 類   
（ドレス、コートなど） 2,692,853 12.0 2,895,395 14.0

軽 衣 料 類   
（セーター、ブラウス、 
  スカート、パンツなど）

16,338,916 72.7 14,765,618 71.5

その他     
（ファッション雑貨など） 3,443,952 15.3 2,998,794 14.5

合計 22,475,722 100.0 20,659,808 100.0
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