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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31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3月期 208,286 3.0 8,168 4.5 8,142 4.3 4,706 11.3
20年3月期 202,253 7.4 7,814 12.1 7,803 12.3 4,227 9.9

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3月期 242.41 ― 15.6 11.7 3.9
20年3月期 219.65 ― 15.1 12.0 3.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3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3月期 73,800 32,300 43.5 1,654.67
20年3月期 65,302 28,511 43.3 1,456.12

（参考） 自己資本   21年3月期  32,126百万円 20年3月期  28,273百万円

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3月期 7,329 △10,712 2,945 5,490
20年3月期 7,665 △5,025 △3,091 5,928

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3月期 ― 18.00 ― 22.00 40.00 776 18.2 2.7
21年3月期 ― 20.00 ― 23.00 43.00 834 17.7 2.8

22年3月期 
（予想）

― 21.50 ― 21.50 43.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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

103,500 △1.7 4,270 4.5 4,170 1.2 2,370 △7.8 122.06

通期 209,300 0.5 8,680 6.3 8,480 4.1 4,780 1.6 246.19
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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） 

（注）詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(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、31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 有

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3月期 20,006,861株 20年3月期 20,006,861株

② 期末自己株式数 21年3月期  590,896株 20年3月期  589,676株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31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3月期 195,655 5.6 7,119 4.4 7,163 5.2 3,928 3.7
20年3月期 185,308 8.6 6,818 5.4 6,806 5.5 3,789 4.6

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3月期 202.32 ―

20年3月期 196.87 ―

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3月期 69,873 30,570 43.8 1,574.50
20年3月期 60,393 27,495 45.5 1,416.04

（参考） 自己資本 21年3月期  30,570百万円 20年3月期  27,495百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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 

本資料における業績予想は、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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と
異なる可能性があります。上記業績予想に関する事項は、５ページ「１．経営成績（２）次期の見通し」をご参照ください。 

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

99,700 2.8 3,750 6.0 3,650 0.0 2,080 △9.9 107.13

通期 201,500 3.0 7,550 6.0 7,350 2.6 4,180 6.4 215.29
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

 

① 連結業績 

当連結会計年度の我が国経済は、年度前半は原油価格の高騰などにより企業収益、個人消費へ

の影響が心配されましたが、年度後半には、米国に端を発した世界的な金融危機の影響で急激な

円高や株価の下落、さらには輸出の落込みにより企業業績が急速に悪化し、深刻な景気後退局面

に入りました。 

小売業界にとりましても、所得・雇用情勢の悪化から消費マインドは大幅に低下しており、価

格競争が一層強まるなど非常に厳しい経営環境が続きました。 

このような環境のなか、当社グループは、スーパーマーケット事業部門におきまして、10月以

降、100店舗記念セールを軸に販促を強化するとともに、新店４店舗の開設、既存店９店舗の改

装を実施するなど営業の強化を図りました。また、店舗の収益効率等の観点から３店舗の閉鎖を

行いました。 

この結果、当連結会計年度の営業収益は208,286百万円（前連結会計年度比3.0％増）、営業利

益は8,168百万円（同4.5％増）、経常利益は8,142百万円（同4.3％増）、当期純利益は4,706百

万円（同11.3％増）となり、17期連続の増収増益となりました。なお、個別でも20期連続の増収

増益を達成しております。 

事業部門別の営業の状況は以下のとおりです。なお、カルチャー事業部門の㈱ワイシーシーに

つきましては、当社グループとして、今後スーパーマーケット事業に経営資源を集中するため、

９月30日をもって当社が保有しておりました同社の全株式をブックオフコーポレーション㈱に売

却いたしました。また、会員制宅配事業部門の㈱フレッシュヤオコーにつきましては、稼働会員

数が年々減少していくなか、今後の事業展望が見込めないことから、３月27日をもって清算いた

しました。 

 

② 事業部門別営業状況 

ａ．スーパーマーケット事業部門  

当期は、第５次中期経営計画の最終年度として、その基本経営戦略に基づき、以下の具体的な

目標を設定し取組んでまいりました。 

イ．販売計画の充実 

ロ．顧客目線での商品開発、ストアブランドづくり 

ハ．時間帯ＭＤ（マーチャンダイジング：商品計画全般）の徹底 

ニ．チームで仕事、「感動と笑顔の祭典」の横展開 

ホ．100店舗に向け新店の成功 

販売面におきましては、基本コンセプトであります「ミールソリューションの充実した店」づ

くりをさらに強化するとともに、お客様の価格志向に対応して、「暮らし応援得価」として購買

頻度の高い商品を中心に価格対策を強化いたしました。また、100店舗目となりました岩槻西町

店の開店に合せまして10月１日より100店舗記念セールを行うとともに歳末商戦に合せて12月か

らも同セールの第２弾を実施いたしました。 

商品面につきましては、生鮮部門において、青果の物流の見直しや精肉におけるオーストラリ

アビーフのブランド化などに注力いたしました。グロッサリー部門においては、プライベートブ

ランド商品（当社では「The Marketplace」とネーミングしております。）として、鍋つゆ、コ

ーンスープ、緑茶ティーバックなどを新たに投入する一方で、納豆、豆腐などの大幅な見直しも

実施いたしました。デリカ部門においては、主力商品の一つであります手にぎりおはぎの餡の自

家製造を開始するなど、鮮度や美味しさの強化を図りながら従来から取組んでおります各種ショ

ップの確立・推進に努力してまいりました。 
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食の安全・安心に関しましては、各店の衛生点検の強化、適正表示の徹底、プライベートブラ

ンド商品を中心とした商品仕様書の整備と食品工場の点検等必要な対策を推進いたしました。 

店舗につきましては、４月に四街道店（千葉県四街道市）、10月に岩槻西町店（埼玉県さいた

ま市）、11月に高崎飯塚店（群馬県高崎市）、２月に高崎高関店（群馬県高崎市）を開設すると

ともに、お客様の支持の高い鮮魚の対面コーナー、惣菜の鉄板焼コーナーの導入などを中心とし

て９店舗の店舗改装を実施いたしました。一方で、店舗の収益効率等の観点から11月には若葉店

（埼玉県鶴ヶ島市）、３月には上尾店（埼玉県上尾市）をそれぞれ閉店いたしました。この結果、

当連結会計年度末の営業店舗数は、埼玉県63店舗、千葉県12店舗、群馬県10店舗、茨城県９店舗、

栃木県５店舗、東京都１店舗の計100店舗となりました。なお、３月31日の営業終了をもって牛

久店（茨城県牛久市）を閉店しております。 

以上によりまして、当期の業績は、営業収益は195,991百万円（前年同期比5.6％増）、営業利

益は7,607百万円（同4.5％増）と比較的順調に推移いたしました。 

注）ミールソリューションとは、お客さまの毎日の食事の献立の提案や料理のアドバイスなど食事に関する問題

の解決のお手伝いをすること。 

 

ｂ．調剤薬局事業部門 (㈱日本アポック) 

調剤薬局事業部門の㈱日本アポックにつきましては、薬価差益の確保を図るなど収益対策を強

化した結果、当期の営業収益は7,682百万円（前年同期比5.8％増）、営業利益は473百万円（同

2.5％増）となりました。(３月末現在店舗数34店) 

 

ｃ．カルチャー事業部門 (㈱ワイシーシー) 

カルチャー事業部門の㈱ワイシーシーにつきましては、当社が保有しておりました同社の全株

式を９月30日にブックオフコーポレーション㈱に売却いたしました。この結果、当期の業績は同

日までの実績となっておりますが、営業収益は4,272百万円、営業利益は100百万円となりました。 

 

ｄ．会員制宅配事業部門 (㈱フレッシュヤオコー) 

会員制宅配事業部門の㈱フレッシュヤオコーにつきましては、当期の営業収益は341百万円、

営業利益は△12百万円となりました。なお、㈱フレッシュヤオコーは、稼働会員数が年々減少し

ていくなか、宅配料金の見直しなどに取組み、前期決算において黒字化いたしましたが、今後の

事業展望が見込めないことから、３月27日をもって清算いたしました。 
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(2) 次期の見通し 

 

① 連結業績見込み 

営業収益 209,300百万円 (対前期比0.5％増) 

営業利益 8,680百万円 (対前期比6.3％増) 

経常利益 8,480百万円 (対前期比4.1％増) 

当期純利益 4,780百万円 (対前期比1.6％増) 

 

② 事業部門別業績見込み 

 営業収益(対前期比) 営業利益(対前期比) 

・スーパーマーケット

事業部門 
201,500百万円 （2.8％増） 8,200百万円 （7.8％増）

・調剤薬局事業部門 7,800百万円 （1.5％増） 480百万円 （1.5％増）

 

次期の見通しにつきましては、世界的な金融危機が続くなか、景気は一層下振れも懸念される

など引き続き予断を許さない状況が考えられます。また、個人消費も所得･雇用環境の改善が見

込めないなかでさらに厳しい状況が続くと思われます。 

その結果、スーパーマーケット業界におきましては、安売り競争の激化など大変難しい経営環

境が予想されます。 

このような経営環境のなか、次期におきましては、第６次中期経営計画の初年度として、さら

なるステージアップ・第２の創業をメインテーマとして掲げ、新たな成長軌道に乗せるべく「店

づくり、商品づくり、人づくり」の深化を通して、『ヤオコーブランドの確立』に努力いたしま

す。そして、同時に「豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケット」のトップ企業を目指して

18期連続の増収増益(個別では21期連続の増収増益)を達成すべく、最大限の努力を行なってまい

ります。 

特に、スーパーマーケット事業部門において、売上高2,000億円を目指して、期初から営業キ

ャンペーンを積極的に展開し販促面の強化を行います。また同時に、競合他社が安売りを強める

なかで、当社は、販売計画の充実、人材の育成により、基本戦略であります「豊かで楽しい食生

活を提案する企業」としてミールソリューションの充実に努め、お客様のニーズにお応えしてま

いります。 

新店につきましては、年度後半に５店舗の新規出店を予定しております。これらは全て当社の

最新マーチャンダイジングを装備した店舗であります。また、年度前半を中心に５店舗の改装を

計画しております。改装内容は、顧客支持の高い最新マーチャンダイジングの導入による店舗の

魅力のアップ・競合対策の強化であり、営業基盤の拡充を図ってまいります。 

また、第６次中期経営計画の重点施策であります人材育成による販売・商品開発の強化や小型

店新フォーマットの開発・出店エリアの拡大、ロジスティクスの改善･経費構造の見直しによる

経費の削減、新システムの導入による業務の効率化などに鋭意取組み、さらなる飛躍を目指して

まいります。 

注）「豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケット」とは、日常普段の生活をより豊かに、より楽しむための食

事シーンを実現するための商品や情報が提案されている店のこと。 
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(3) 財政状態に関する分析 

 

① 資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より8,497百万円増加して73,800百万円とな

りました。これは主に、土地の取得及びリース会計基準の変更に伴うリース資産の計上によるも

のです。 

（負債） 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末より4,709百万円増加して41,500百万円となり

ました。これは主に、借入金の増加及びリース会計基準の変更に伴うリース債務の計上によるも

のです。 

（純資産） 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末より3,788百万円増加して32,300百万円とな

りました。これは主に、当期純利益の計上による利益剰余金の増加によるものです。 

 

② 連結キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より437百万円減少して

5,490百万円となりました。キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、7,329百万円の増加（前年同期比336百万円減）となり

ました。これは主に、税金等調整前当期純利益及び減価償却費の計上によるものです。 

（投資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・フローは、10,712百万円の減少（同5,687百万円減）となりまし

た。これは主に、新規店舗の開設等に伴う建物及び店舗用地の取得によるものです。 

（財務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・フローは、2,945百万円の増加（同6,037百万円増）となりました。

これは主に、店舗用地の取得に伴い、新たに、借入をしたことによるものです。 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 32.8 40.4 42.6 43.3 43.5

時価ベースの自己資本比率

（％） 
61.7 83.7 91.7 80.7 75.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 3.4 1.6 1.9 1.1 1.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  25.0 30.5 32.2 51.7 39.2

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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（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。 

（注３）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しています。 

（注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支払っている全ての負債を対象として

います。 
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(4) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社では、安定配当の維持および適正な利益還元を基本としております。内部留保資金につきま

しては、店舗の新設および改装等の設備投資や教育・情報化投資などに活用し、業容の拡大と事業

基盤の強化を通じて株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。 

平成21年３月期の期末配当金につきましては、１株当たり23円の配当を実施させていただく予定

であります。これにより年間配当金は中間配当金20円とあわせ１株当たり43円となる予定でありま

す。 

なお、次期の配当金は１株当たり43円を予定しております。 

 

(5) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績、株価および財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因について

主なものを記載しております。また、当社として必ずしも事業上のリスクと考えていない事項につ

いても、投資家の投資判断上、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項につ

いては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社はこれらのリスクの

発生可能性を認識した上で、発生の回避および万が一発生した場合には適切な対応に努め、事業活

動に支障を来たさないよう努力してまいります。なお、文中における将来に関する事項は当連結会

計年度末現在において当社が判断したものであります。 

① 景気動向等の影響 

当社グループが営む小売事業および当社が運営するショッピングセンターのテナント収入は景

気や個人消費の動向、冷夏・暖冬等の気象状況の影響を受けます。個人消費低迷や異常気象は当

社グループの売上高および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 業界動向および競合について 

現在のスーパーマーケット業界は、消費の飽和状態に加え、オーバーストアー状況にあります

が、引き続き各社の積極的な新規出店が続いております。そのなかでお客さまが当社のお店にロ

イヤリティを持っていただくようにミールソリューションの一層の充実を図り、競合他社との差

別化を図っていく所存ですが、こうした競合は当社グループの売上高および業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

③ 新規出店について 

当社は、新規に５店の出店計画を実行中でありますが、今後の開発計画および建物等の建築工

事の進捗状況によっては、計画しております一部の店につきまして、変更・修正を行うことが予

想されます。当該変更により当社グループの売上高および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 商品の安全性について 

当社グループは生鮮食品からドライ・加工食品、日配食品など食品中心に広範囲に亘って商品

を扱っております。食品の安全性・衛生管理については、お客さまに安心してお買い物していた

だけるよう、トレーサビリティ（商品履歴の管理）、成分表示、衛生管理等を徹底し、品質管理

および商品の表示に関する担当組織の強化を図り、３Ｓ（整理・整頓・清掃）を徹底し、安全で

衛生的な店づくりを心がけております。しかしながら、ＢＳＥ（狂牛病）や鳥インフルエンザの

発生に見られますように、不可抗力な要因で、お客さまの食品に対する不安感から需要が減少し、

当社グループの売上高および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 個人情報の管理 

当社グループでは、顧客名簿などの個人情報を保有しております。これらの個人情報の管理に

ついては、情報管理責任者を選任し、情報の保管等について社内ルールを設け、法令等に基づき

厳格な運用・管理を行なっておりますが、コンピューターシステムのトラブルや犯罪行為により

顧客情報が流出する可能性があり、その場合、当社グループの社会的信用が失われ、売上高およ

び業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑥ 調剤過誤 

子会社で行っている調剤業務は、薬剤師（人）に負うところが大きく、調剤過誤が発生する可

能性があります。医療用医薬品の場合、用法・用量に厳格な制限があり、他の薬剤との副作用や

中毒症状の発症など、医療トラブルが発生する可能性があります。発生した場合、損害賠償に加

え、社会的信用を失うこととなり、当社グループの売上高および業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

⑦ 地震や台風等の災害、テロ活動等に関するリスク 

当社グループの本社、物流センター、店舗所在地において、大地震や台風等の災害或いは予期

せぬ事故等が発生した場合、本社および店舗、流通網に物理的損害が生じ、営業活動が阻害され

る可能性があります。また、国内外を問わず、災害、事故、暴動、テロ活動、新型インフルエン

ザその他当社グループの仕入・流通網に影響する何らかの事故が発生した場合も同様に、営業活

動が阻害され、売上高および業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当企業集団は、㈱ヤオコー（当社）及び子会社３社で構成されており、食品を中心とした小売業を主要

業務としております。 

事業内容と当社及び関係会社の当該事業にかかる位置付けは、次のとおりです。 

 

区 分 主要商品  会社名 

食品を中心とした 

スーパーマーケット 
 

生鮮食品、一般食品 

日用雑貨他 
 

当社 
 

食品の製造、加工販売 惣菜、寿司、ベーカリー ㈱三味 

調剤薬局の経営 
医薬品、医薬部外品 

日用雑貨他 
㈱日本アポック 

小売業 

建築物の企画、設計 

監理 
―― ㈱名友 

 

   以上の企業集団等について図示すると次のとおりです。 

 

      連結子会社                   連結子会社 

                 

㈱三味  ㈱日本アポック 

   

    営業委託、商品仕入               店舗賃貸           販売先 

    経理事務等受託                 経理事務等受託 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  非連結子会社  

 

㈱名友 

 

店舗の建築企画・設計・監理 

                 経理事務等受託 

 

なお、㈱スーパーサンワは平成20年６月、㈱フレッシュヤオコーは平成21年３月に各々清算 

いたしました。また、㈱ワイシーシーについては、平成20年９月に当社が保有していた全株式 

をブックオフコーポレーション㈱に売却いたしました。 

消 

費 

者 

        

当社 
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３．経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社グループは「生活者の日常の消費生活をより豊かにすることによって地域文化の向上、発展に寄

与する」ことを経営理念としております。単に利益のみを追求するのではなく、地域のお客さまの生活

に密接に関わり、そのお役に立つことで結果として「ごりやく（利益）」がいただけるとの創業精神に

基づいております。そしてミールソリューションの充実したスーパーマーケットの展開を中心に、お客

さまの「より豊かでより楽しい生活」の手助けをさせていただける企業集団をめざしてまいります。 

(2) 目標とする経営指標 

おかげさまで当社（個別）は20期連続、グループ（連結）でも17期連続の増収増益を続けています。

当期以降につきましても、資産の有効活用を図り、かつ健全な財務体質の維持に努め、さらに増収増益

をめざしてまいりたいと考えております。また利益水準につきましては、「お客さまの毎日の生活に密

接に関連する分野」を担わせていただいている企業群であることから、安定的な利益率を確保しながら

業容の伸長による利益の拡大をめざしてまいります。 

(3) 中長期的な経営戦略および対処すべき課題 

日本経済は、急激な円高や株価の下落さらには輸出の落込みなどにより企業業績が悪化、深刻な景気

後退局面に入りました。このため小売業界におきましても、所得・雇用情勢の悪化から消費マインドが

大幅に低下しており、価格競争が一層強まるなど非常に厳しい経営環境が続いております。 

こうしたなか、当社は、独立系企業として『豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケットとしてミ

ールソリューションの充実を図る』ことを基本経営戦略に掲げ、これまで一貫してその実現に向けて努

力してまいりましたが、さらなる飛躍を図るべく、平成21年度より、『第６次中期経営計画』（平成21

年度～23年度）に取組んでおります。 

『第６次中期経営計画』では、以下の６つの課題を掲げ、その達成のため努力をしてまいります。 

①「豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケット」の充実 

・生鮮＋デリカの構成比で50％以上の店づくり 

・店長主導の店づくり、売り場づくり 

・部門横断型の先進的ＭＤの実現 

②「豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケット」をビジネスモデルとして確立するための 

新成長戦略 

・新規出店10店舗体制の確立 

・小型店フォーマットの具体化 

・新店スタッフの計画的育成とサポート体制の構築 

③「豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケット」に対応したプロ人材の育成強化 

・「店長塾」などを通じた人材の実践教育 

・「全店1,000チーム」でのチーム活動のさらなる活性化と店舗マネージメントへの組入れ 

・雇用形態の多様化、弾力化による働き易い職場づくり、専門スタッフの育成強化 

④ 働きがいのある会社づくり・労働環境の改善と生産性のアップ 

・業界トップクラスの労働環境、雇用条件の実現 

・労働環境改善のための生産性のさらなるレベルアップ 

⑤「豊かで楽しい食生活提案型スーパーマーケット」に対応した本部組織体制および 

諸制度の見直し 

・人材の組織的、計画的育成に対応した人事部門組織の抜本的強化 

・個店経営充実のための分権的組織体制への移行 

⑥ 中長期の視点に立ってのシステムの抜本的見直し 

・10年後に向けた抜本的見直し 
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４．連結財務諸表 
(1) 連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,025 5,587

売掛金 1,636 1,723

たな卸資産 5,139 －

商品及び製品 － 3,942

原材料及び貯蔵品 － 139

繰延税金資産 1,015 1,077

その他 3,334 3,081

貸倒引当金 △0 －

流動資産合計 17,150 15,552

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※2  35,675 ※2  36,481

減価償却累計額 △18,900 △19,452

建物及び構築物（純額） 16,775 17,028

車両運搬具 0 0

減価償却累計額 △0 △0

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 4,355 4,470

減価償却累計額 △3,052 △3,180

工具、器具及び備品（純額） 1,302 1,290

土地 ※2, ※3  10,104 ※2, ※3  16,606

リース資産 － 2,597

減価償却累計額 － △180

リース資産（純額） － 2,417

建設仮勘定 699 3,164

有形固定資産合計 28,882 40,507

無形固定資産   

借地権 738 602

その他 553 511

無形固定資産合計 1,292 1,113

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  481 ※2  497

長期貸付金 18 12

繰延税金資産 960 975

差入保証金 ※2  14,454 ※2  13,155

その他 ※1  2,064 ※1  1,986

投資その他の資産合計 17,977 16,627

固定資産合計 48,152 58,248

資産合計 65,302 73,800
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 12,230 11,729

短期借入金 ※4  2,050 ※4  2,100

1年内返済予定の長期借入金 ※2  2,041 ※2  2,629

リース債務 － 307

未払費用 4,061 4,206

未払法人税等 1,911 1,710

未払消費税等 219 －

賞与引当金 1,709 1,725

商品券回収損引当金 18 18

その他 ※2  754 ※2  875

流動負債合計 24,996 25,302

固定負債   

長期借入金 ※2  4,588 ※2  6,258

リース債務 － 2,328

再評価に係る繰延税金負債 ※3  87 ※3  68

退職給付引当金 1,245 1,259

役員退職慰労引当金 269 255

預り保証金 5,054 5,456

その他 549 569

固定負債合計 11,794 16,197

負債合計 36,790 41,500

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,199 4,199

資本剰余金 3,606 3,606

利益剰余金 27,138 30,700

自己株式 △1,377 △1,381

株主資本合計 33,567 37,125

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26 △7

土地再評価差額金 ※3  △5,320 ※3  △4,991

評価・換算差額等合計 △5,293 △4,998

少数株主持分 237 173

純資産合計 28,511 32,300

負債純資産合計 65,302 73,800
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(2) 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 ※1  194,283 ※1  199,732

売上原価 ※1  138,352 ※1  142,175

売上総利益 ※1  55,931 ※1  57,556

営業収入 7,969 8,554

営業総利益 63,901 66,110

販売費及び一般管理費   

配送費 3,531 3,807

広告宣伝費 2,055 1,980

給料及び手当 24,035 24,889

賞与引当金繰入額 1,706 1,795

退職給付費用 1,327 1,128

役員退職慰労引当金繰入額 19 18

水道光熱費 3,084 3,442

地代家賃 6,928 7,063

リース料 1,539 －

減価償却費 2,393 2,557

その他 9,464 11,259

販売費及び一般管理費合計 56,086 57,941

営業利益 7,814 8,168

営業外収益   

受取利息 184 183

受取配当金 4 4

その他 76 65

営業外収益合計 266 254

営業外費用   

支払利息 201 247

50周年式典費用 38 －

その他 37 33

営業外費用合計 277 281

経常利益 7,803 8,142
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

賃貸借契約違約金収入 83 －

関係会社株式売却益 － 552

その他 ※2  22 ※2  80

特別利益合計 106 632

特別損失   

固定資産除却損 ※3  94 ※3  88

投資有価証券評価損 42 －

減損損失 ※5  109 ※5  366

債権償却損 39 －

商品券回収損引当金繰入額 16 －

店舗閉鎖損失 － 314

その他 ※4  110 ※4  187

特別損失合計 413 957

税金等調整前当期純利益 7,496 7,817

法人税、住民税及び事業税 3,188 3,247

法人税等調整額 42 △179

法人税等合計 3,231 3,068

少数株主利益 37 43

当期純利益 4,227 4,706
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,199 4,199

当期末残高 4,199 4,199

資本剰余金   

前期末残高 3,606 3,606

当期末残高 3,606 3,606

利益剰余金   

前期末残高 25,505 27,138

当期変動額   

剰余金の配当 △1,292 △815

当期純利益 4,227 4,706

自己株式の処分 △1,302 －

土地再評価差額金の取崩 － △329

当期変動額合計 1,632 3,562

当期末残高 27,138 30,700

自己株式   

前期末残高 △2,677 △1,377

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △3

自己株式の処分 1,302 －

当期変動額合計 1,299 △3

当期末残高 △1,377 △1,381

株主資本合計   

前期末残高 30,635 33,567

当期変動額   

剰余金の配当 △1,292 △815

当期純利益 4,227 4,706

自己株式の取得 △3 △3

自己株式の処分 0 －

土地再評価差額金の取崩 － △329

当期変動額合計 2,932 3,558

当期末残高 33,567 37,125
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 95 26

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68 △33

当期変動額合計 △68 △33

当期末残高 26 △7

土地再評価差額金   

前期末残高 △3,116 △5,320

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,203 329

当期変動額合計 △2,203 329

当期末残高 △5,320 △4,991

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △3,021 △5,293

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,272 295

当期変動額合計 △2,272 295

当期末残高 △5,293 △4,998

少数株主持分   

前期末残高 249 237

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11 △64

当期変動額合計 △11 △64

当期末残高 237 173

純資産合計   

前期末残高 27,863 28,511

当期変動額   

剰余金の配当 △1,292 △815

当期純利益 4,227 4,706

自己株式の取得 △3 △3

自己株式の処分 0 －

土地再評価差額金の取崩 － △329

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,283 230

当期変動額合計 648 3,788

当期末残高 28,511 32,300

16

株式会社ヤオコー　(8279)　平成21年3月期決算短信



(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 7,496 7,817

減価償却費 2,546 2,572

減損損失 109 366

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 73 13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △283 △13

受取利息及び受取配当金 △189 △188

支払利息 201 247

固定資産除却損 46 88

関係会社株式売却損益（△は益） － △552

売上債権の増減額（△は増加） △603 △120

たな卸資産の増減額（△は増加） 9 △143

仕入債務の増減額（△は減少） 974 △87

未払又は未収消費税等の増減額 △406 181

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 183 118

その他 286 567

小計 10,444 10,866

利息及び配当金の受取額 59 59

利息の支払額 △148 △186

法人税等の支払額 △2,689 △3,409

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,665 7,329

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △120 △2,020

定期預金の払戻による収入 120 2,020

有形固定資産の取得による支出 △4,759 △11,950

有形固定資産の売却による収入 0 117

投資有価証券の取得による支出 △1 △208

投資有価証券の売却及び償還による収入 5 103

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 784

差入保証金の差入による支出 － △382

差入保証金の回収による収入 － 978

その他 △271 △155

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,025 △10,712
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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（△は減少） 1,000 1,600

長期借入れによる収入 － 4,400

長期借入金の返済による支出 △2,796 △2,041

自己株式の処分による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △3 △3

配当金の支払額 △1,292 △815

リース債務の返済による支出 － △176

少数株主への配当金の支払額 － △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,091 2,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △450 △437

現金及び現金同等物の期首残高 6,379 5,928

現金及び現金同等物の期末残高 5,928 ※1  5,490
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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。 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項 

（1）連結子会社は、㈱日本アポック、㈱ワイシーシー、㈱フ

レッシュヤオコー、㈱三味の４社であります。 

 

 

（2）子会社のうち㈱スーパーサンワ、㈱名友はいずれも小規

模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表上に重要な影響を及ぼしておりませんので、連結の

範囲から除いております。 

なお、前連結会計年度まで子会社だった㈱田原屋フーズ

につきましては、平成19年2月に会社を清算しておりま

す。 

（1）連結子会社は、㈱日本アポック、㈱三味の２社でありま

す。なお、当連結会計年度において、㈱ワイシーシーは

株式を売却し、㈱フレッシュヤオコーは清算したことか

ら連結子会社から除いております。 

（2）子会社である㈱名友は小規模会社であり、総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表上に重要な影響を及ぼしておりま

せんので、連結の範囲から除いております。 

なお、㈱スーパーサンワは当連結会計年度において清算

しました。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 

非連結子会社の㈱スーパーサンワ、㈱名友はそれぞれ連結純

損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響額が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないため、持分法を適用しておりま

せん。 

非連結子会社である㈱名友は連結純損益及び連結利益剰余

金等に及ぼす影響額が軽微であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法を適用しておりません。 

なお、㈱スーパーサンワは当連結会計年度において清算しま

した。 

３ 連結子会社の事業年度に関する事項 ３ 連結子会社の事業年度に関する事項 

連結子会社の決算日は、㈱フレッシュヤオコーが３月20日、

その他の会社は３月31日であり、当該事業年度の財務諸表

を基礎として連結財務諸表を作成しております。 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 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 

イ その他有価証券 

時価のある有価証券 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法によってお

ります。（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） 

時価のない有価証券 

移動平均法による原価法によっております。 

②たな卸資産 

商品については、生鮮食品及び物流センター在庫は 終仕

入原価法により、その他の商品は売価還元法による原価法

によっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

イ その他有価証券 

時価のある有価証券 

同左 

 

 

時価のない有価証券 

同左 

②たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産  

商品（生鮮食品及び物流センター在庫） 

終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下によ

る簿価切下げの方法により算定）によっております。

商品（生鮮食品及び物流センター在庫を除く） 

売価還元法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下による簿価切下げの方法により算定）によってお

ります。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）

を適用しております。これによる営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であ

ります。 
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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３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31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

定額法を採用しております。なお、事業用定期借地権が設

定されている借地上の建物（建物附属設備は除く）につい

ては、当該借地契約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。なお、主な耐用年数は、建

物及び構築物が３年～34年、車両運搬具及び器具備品が５

年～10年であります。 

②無形固定資産 

定額法によっております。ただし、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。 

 

 
 

 

 

 

 

 

（3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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 

従業員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度に負担す

べき実際支給見込額を計上しております。 

③商品券回収損引当金 

当社が発行している商品券の未回収分について、一定期間

経過後収益に計上したものに対する将来の回収に備える

ため、過去の実績に基づく将来の回収見込額を計上してお

ります。 

④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上

しております。 

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発

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）による均等額をそれぞれ発生の翌連結会計

年度より費用処理しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支

給額を計上することとしております。 

（4）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係わる方法に準じた会計処理によっております。 

（5）消費税等の会計処理 

税抜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方法は、全面時価評価法に

よっております。 

 

 

（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（リース資産を除く） 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 

 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取

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。 

（3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

②賞与引当金 

同左 

 

③商品券回収損引当金 

同左 

 

 

 

④退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

⑤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 

――― 

 

 

（5）消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 
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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３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

金額が僅少なのれんについては、一括償却処理を採用してお

ります。 

７ 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、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。 

 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

――― 

 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

 

 

 

(7) 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 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

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、

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は、

改正後の法人税法に規定する方法により減価償却費を計上し

ております。なお、この変更により営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ75百万円減少しており

ます。 

 

（負債計上を中止した項目に関する会計処理） 

当連結会計期間から「租税特別措置法上の準備金及び特別

法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関す

る監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 平成19年４月13日

監査・保証実務委員会報告第42号）を適用しております。 

当社は、従来、当社が発行した商品券のうち、未回収の商

品券について一定期間経過後、収益計上してまいりましたが、

この適用により収益計上後に回収された場合に発生する損失

に備えるため、引当金を計上しております。 

なお、この変更により経常利益は１百万円減少し、税金等

調整前当期純利益は、18百万円百万円減少しております。 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、

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した

が、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企業会計審議会第

一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平

成６年１月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、

平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リ

ース取引開始日が平成 20 年３月 31 日以前のリース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっておりま

す。 

これにより、営業利益は55百万円増加し、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ15百万円減少しておりま

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３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

―――――――― （連結貸借対照表関係） 

１ 財務諸表規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月

７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計

年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、

当連結会計年度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」に

区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資

産」に含まれる「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」は、そ

れぞれ5,030百万円、108百万円であります。 

２ 前連結会計年度において区分掲記しておりました「未払消

費税等」（当連結会計年度177百万円）は、資産総額の100分

の５以下であるため、当連結会計年度においては流動負債の

「その他」に含めて表示しております。 

 

（損益計算書関係） 

１ 前連結会計年度において区分掲記しておりました販売費及

び一般管理費の「リース料」（当連結会計年度1,390百万円）

は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10以下であるた

め、当連結会計年度においては販売費及び一般管理費の「そ

の他」に含めて表示しております。 

２ 前連結会計年度において区分掲記しておりました特別利益

の「賃貸借契約違約金収入」（当連結会計年度17百万円）は、

特別利益の総額の100分の10以下であるため、当連結会計年

度においては特別利益の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

３ 前連結会計年度において区分掲記しておりました特別損失

の「投資有価証券評価損」（当連結会計年度 21 百万円）は、

特別損失の総額の100分の10以下であるため、当連結会計年

度においては特別損失の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

投資活動によるキャッシュ・フローの「差入保証金の差入に

よる支出」及び「差入保証金の回収による収入」は、前連結会

計年度までは「その他」に含めておりましたが、重要性を勘案

し、当連結会計年度から区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「差入保証金

の差入による支出」「差入保証金の回収による収入」は、それぞ

れ△1,146百万円、1,157百万円であります。 

 

 

追加情報 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

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、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産については、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

に含めて表示しております。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は、それぞれ 32

百万減少しております。 

――――――― 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 

投資その他の資産その他（株式） 5百万円 

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 

投資その他の資産その他（株式） 5百万円 

※２ このうち、設備資金借入金2,804百万円（長期借入金2,31

8百万円、１年内返済予定長期借入金486百万円）及び商品

券発行残高242百万円の担保に供しているものは、次のとお

りであります。 

建物 1,244百万円 （帳簿価額）

土地 2,653百万円 （帳簿価額）

差入保証金 1,632百万円 

投資有価証券 198百万円 

合計 5,728百万円  

※２ 担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであ

ります。 

  担保に供している資産 

建物 993百万円

土地 2,645百万円

差入保証金 1,502百万円

投資有価証券 291百万円

合計 5,433百万円

  

  担保付債務 

長期借入金（１年内返済予定額を

含む） 

2,318百万円

商品券 253百万円

合計 2,572百万円 
※３ ｢土地の再評価に関する法律｣(平成10年３月31日公布法

律第 34 号)に基づき、事業用土地の再評価を行っておりま

す。評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当

額を｢再評価に係る繰延税金負債｣として負債の部に計上

し、これを控除した金額を｢土地再評価差額金｣として純資

産の部に計上しております。 

 

再評価の方法 

｢土地の再評価に関する法律施行令｣(平成 10 年３月 31 日

公布政令第 119 号)第２条第４号に定める路線価及び同条第

３号に定める固定資産税評価額に奥行価格補正及び時点修

正等を行って算出しております。 

 再評価を行った年月日 

平成14年３月31日 

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の 

帳簿価額との差額 

1,587百万円 

※４ 当社グループ（当社及び連結子会社）は、運転資金の効

率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約を

締結しております。 

当座貸越極度額の総額 16,090百万円 

借入実行残高 2,050百万円 

差引額 14,040百万円  

※３ ｢土地の再評価に関する法律｣(平成10年３月31日公布法

律第 34 号)に基づき、事業用土地の再評価を行っておりま

す。評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当

額を｢再評価に係る繰延税金負債｣として負債の部に計上

し、これを控除した金額を｢土地再評価差額金｣として純資

産の部に計上しております。 

 

再評価の方法  

｢土地の再評価に関する法律施行令｣(平成 10 年３月 31 日

公布政令第 119 号)第２条第４号に定める路線価及び同条第

３号に定める固定資産税評価額に奥行価格補正及び時点修

正等を行って算出しております。 

 再評価を行った年月日 

平成14年３月31日 

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の 

帳簿価額との差額 

1,376百万円 

※４ 当社グループ（当社及び連結子会社）は、運転資金の効

率的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約を

締結しております。 

当座貸越極度額の総額 14,150百万円 

借入実行残高 2,100百万円 

差引額 12,050百万円  
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前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

５ その他 

当社は、平成 19 年６月 26 日付株主総会決議（特別決議）に

基づき、当社グループの従業員〔正社員、契約社員およびパー

トタイマーで管理職の者（ただし役員及び役員経験者を含まな

い）〕1,897 名を対象に、自己株式557,800 株について払込価額

を１株当たり１円、払込期日を平成 19 年７月 20 日として処分

を実施しました。 

当社は、下記経緯の通り従業員に共同経営者・安定株主の一

員を担ってもらうことを目的に、勤務条件や業績条件などに関

わりなく自己株式を処分したものであります。従業員の過去勤

務の対価を反映したものではなく、将来の追加的サービスの見

返りを期待したものでもないことなどから、この自己株式処分

について対価性がないものと判断し、この処分に伴う差損（自

己株式の帳簿価額から１株当たり１円の処分価額を控除した金

額）1,302百万円を「自己株式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準」に従い、その他利益剰余金から減額する方法で処理

しております。 

記 

当社は平成６年の第１次中期３ヵ年計画以降「ライフスタイ

ルアソートメント型スーパーマーケット」を基本経営戦略に掲

げ、現在の第５次中期経営計画までその充実に努めてまいりま

した。その結果、おかげさまで１店舗１店舗が地域のお客様に

ご支持をいただき、今日に至っております。このライフスタイ

ルアソートメント型スーパーマーケットづくりの基本は「個店

主義」と「全員参加の商売」であり、従業員が主体性をもって

目標、理念を共有し、一つの共同体として機能することが前提

条件となります。 

これらの状況を踏まえ、当社の50周年を機に従業員に分け隔

てなく当社株式を持ってもらい、共同経営者の一員を担うこと

で今後の当社の一層の発展を図ると同時に、安定株主の創出を

図ったものです。 

 

――――――― 
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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３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

※１ 委託取引（いわゆる 消化仕入方式による販売、仕入）契

約に基づき販売した商品に係わるものが次のとおり含まれ

ております。 

売上高 5,197百万円 

売上原価 4,687百万円 

売上総利益 509百万円 

 

※２ 特別利益のその他の内容は次のとおりであります。 

営業店舗譲渡益 12百万円 

過年度家賃収入等 2百万円 

債務弁済金 2百万円 

リース減損勘定取崩益 1百万円 

その他 3百万円 

計 22百万円 

 

※３ 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 22百万円 

器具備品 2百万円 

建設仮勘定 20百万円 

借地権 20百万円 

その他 28百万円 

計 94百万円 

 

※４ 特別損失のその他の内容は次のとおりであります。 

子会社清算損 35百万円 

合同葬費用 33百万円 

リース契約解約違約金 12百万円 

借家社宅撤去費用 7百万円 

預託金回収不能額 5百万円 

役員退職慰労金 4百万円 

その他 11百万円 

計 110百万円  

※１ 委託取引（いわゆる 消化仕入方式による販売、仕入）契

約に基づき販売した商品に係わるものが次のとおり含まれ

ております。 

売上高 4,787百万円 

売上原価 4,307百万円 

売上総利益 479百万円 

 

※２ 特別利益のその他の内容は次のとおりであります。 

固定資産売却益 35百万円 

その他 44百万円 

計 80百万円 

  

 

 

 

※３ 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 34百万円 

器具備品 4百万円 

建設仮勘定 42百万円 

その他 6百万円 

計 88百万円 

 

 

※４ 特別損失のその他の内容は次のとおりであります。 

賃貸借契約解約損 33百万円 

過年度差入保証金等振替 26百万円 

役員退職慰労金 25百万円 

子会社売却に伴う退職金 23百万円 

その他 78百万円 

計 187百万円 
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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３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

※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しております。 

（単位 百万円）

用途 種類 減損金額 

建物及び構築物 埼玉県 66

器具備品 千葉県 42店舗 

リース資産等 茨城県   1

合計   109

当社グループは、キャッシュ･フローを生み出す 小単位とし

て店舗を基本単位に資産のグルーピングを行っております。遊

休資産については、物件毎に資産のグルーピングを行っており

ます。営業活動から生じる損益が継続してマイナスである店舗

資産、賃貸資産及び市場価額が帳簿価額より著しく下落してい

る遊休資産については、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（109百万円）を減損損失として特

別損失に計上しております。その内訳は、建物76百万円、器具

備品16百万円、リース資産12百万円及びその他４百万円であり

ます。 

なお、当該資産グループの回収可能価額の評価にあたっては、

正味売却価額と使用価値を比較し、いずれか高い方の金額を回

収可能価額としております。正味売却価額は土地については路

線価、建物については固定資産税評価額を、使用価値には将来

キャッシュ･フローを加重平均資本コスト5.6％で割り引いた額

を適用しております。 

※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しております。 

（単位 百万円）

用途 種類 減損金額 

土地 埼玉県 230

建物及び構築物 千葉県 3店舗 

器具備品 その他 茨城県 131

合計   366

当社グループは、キャッシュ･フローを生み出す 小単位とし

て店舗を基本単位に資産のグルーピングを行っております。遊

休資産については、物件毎に資産のグルーピングを行っており

ます。営業活動から生じる損益が継続してマイナスである店舗

資産、賃貸資産及び市場価額が帳簿価額より著しく下落してい

る遊休資産については、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（366百万円）を減損損失として特

別損失に計上しております。その内訳は、土地110百万円、建物

及び構築物194百万円、器具備品14百万円、リース資産21百万円

及びその他25百万円であります。 

なお、当該資産グループの回収可能価額の評価にあたっては、

正味売却価額と使用価値を比較し、いずれか高い方の金額を回

収可能価額としております。正味売却価額は土地については路

線価、建物については固定資産税評価額を、使用価値には将来

キャッシュ･フローを加重平均資本コスト6.0％で割り引いた額

を適用しております。 
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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３月31日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

前連結会計年度末 

株式数 

(株) 

当連結会計年度 

増加株式数 

(株) 

当連結会計年度 

減少株式数 

(株) 

当連結会計年度末 

株式数 

(株) 

発行済株式   

 普通株式 20,006,861 － － 20,006,861

 合計 20,006,861 － － 20,006,861

自己株式   

 普通株式 1,146,414 1,062 557,800 589,676

 合計 1,146,414 1,062 557,800 589,676

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は次の通りであります。 

  単元未満株式の買い取り請求による増加 1,062株 

 減少数の内訳は次の通りであります。 

  当社グループの従業員に対する処分による減少 557,800株 

 

配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

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 943 50 平成19年３月31日 平成19年６月27日

平成19年11月５日 

取締役会 
普通株式 349 18 平成19年９月30日 平成19年12月５日

（注）１株当たり配当額50.00円には、会社設立記念配当35.00円が含まれております。 

 

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期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(百万円) 
配当の原資

１株当たり 

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成20年6月24日 

定時株主総会 
普通株式 427 利益剰余金 22 平成20年３月31日 平成20年６月25日
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

前連結会計年度末 

株式数 

(株) 

当連結会計年度 

増加株式数 

(株) 

当連結会計年度 

減少株式数 

(株) 

当連結会計年度末 

株式数 

(株) 

発行済株式   

 普通株式 20,006,861 － － 20,006,861

 合計 20,006,861 － － 20,006,861

自己株式   

 普通株式 589,676 1,220 － 590,896

 合計 589,676 1,220 － 590,896

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は次の通りであります。 

  単元未満株式の買い取り請求による増加 1,220株 

 

配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成20年6月24日 

定時株主総会 
普通株式 427 22 平成20年３月31日 平成20年６月25日

平成20年10月30日 

取締役会 
普通株式 388 20 平成20年９月30日 平成20年12月４日

 

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期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(百万円) 
配当の原資

１株当たり配

当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成21年6月23日 

定時株主総会 
普通株式 446 利益剰余金 23 平成21年３月31日 平成21年６月24日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31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掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

※１ 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 

（平成21年３月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 6,025

預け入れる期間が３ヶ月を超え

る定期預金等 
△97

現金及び現金同等物 5,928
 

（百万円）

現金及び預金勘定 5,587 

預け入れる期間が３ヶ月を超える

定期預金等 
△97 

現金及び現金同等物 5,490 

２ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなくなっ

た㈱ワイシーシーの資産及び負債の主な内訳は次のとおり

であります。（平成20年９月30日現在） 

流動資産 1,627百万円

固定資産 1,371百万円

 資産合計 2,998百万円

流動負債 2,412百万円

固定負債 17百万円

 負債合計 2,430百万円

株式の売却価額 1,029百万円

現金及び現金同等物 245百万円

差引：売却による収入 784百万円

３ 重要な非資金取引の内容 

当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リース取引

に係る資産及び負債の額は、それぞれ2,603百万円、2,811百

万円であります。 

 

（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３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31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 

（借主側） 

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 

 器具備品 

取得価額相当額 6,228百万円

減価償却累計額相当額 3,171百万円

減損損失累計額相当額 39百万円

期末残高相当額 3,017百万円

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年以内 1,133百万円

１年超 1,973百万円

合計 3,106百万円

リース資産減損勘定 

期末残高 
39百万円

 

 

 

 

１ ファイナンス・リース取引 

（借主側） 

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

①リース資産の内容 

主として店舗用建物及び什器 

②リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「（2）

重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおり

であります。 

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

オペレーティグ・リース取引のうち解約不能のものに係る未

経過リース料  

１年内 2,379百万円

１年超 28,897百万円

合計 31,276百万円
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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３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

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、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 1,405百万円

リース資産減損勘定の取

崩額 
28百万円

減価償却費相当額 1,342百万円

支払利息相当額 69百万円

減損損失 12百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利

息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によ

っております。 

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

未経過リース料  

１年以内 15百万円

１年超 15百万円

合計 31百万円
 

（貸主側） 

オペレーティグ・リース取引のうち解約不能のものに係る未

経過リース料  

１年内 52百万円

１年超 1,516百万円

合計 1,569百万円

３ リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外

ファイナンス・リース取引 

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引で、

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５

年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））に基づき所有

権移転外ファイナンス・リース取引と判定されたものについて

は、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行っております。 

（借主側） 

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 

（単位：百万円）

 建物 器具備品 

取得価額相当額 1,113 4,938

減価償却累計額相当額 359 3,045

減損損失累計額相当額 ― 41

期末残高相当額 753 1,850

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 918百万円

１年超 1,855百万円

合計 2,774百万円

リース資産減損勘定 

期末残高 
16百万円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 1,282百万円

リース資産減損勘定の取

崩額 
10百万円

減価償却費相当額 1,188百万円

支払利息相当額 99百万円

減損損失 8百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利

息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によ

っております。 
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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３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 1,456円12銭

１株当たり当期純利益 219円65銭

  

 

１株当たり純資産額 1,654円67銭

１株当たり当期純利益 242円41銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

（注）算定上の基礎 

  １．１株当たり純資産額 

 前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 28,511 32,300 

普通株式に係る純資産額（百万円） 28,273 32,126 

差額の主な内訳（少数株主持分）（百万円） 237 173 

普通株式の発行済株式数（千株） 20,006 20,006 

普通株式の自己株式数（千株） 589 590 

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数（千株） 19,417 19,415 

  

  ２．１株当たり当期純利益 

 前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 4,227 4,706 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,227 4,706 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式の期中平均株式数（千株） 19,246 19,416 

当期純利益調整額（百万円） － － 

 

（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３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日  

 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、退職給付に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大

きくないと考えられるため開示を省略します。 
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４．財務諸表 
(1) 貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,950 5,174

売掛金 505 645

商品 3,342 3,550

貯蔵品 1 6

前払費用 609 591

繰延税金資産 759 855

短期貸付金 1,003 －

未収入金 1,846 1,678

その他 626 508

流動資産合計 13,645 13,009

固定資産   

有形固定資産   

建物 28,441 29,916

減価償却累計額 △14,590 △15,505

建物（純額） 13,850 14,410

構築物 4,305 4,384

減価償却累計額 △2,803 △2,927

構築物（純額） 1,502 1,456

車両運搬具 0 0

減価償却累計額 △0 △0

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 3,663 3,881

減価償却累計額 △2,570 △2,765

工具、器具及び備品（純額） 1,092 1,115

土地 9,967 16,568

リース資産 － 2,374

減価償却累計額 － △156

リース資産（純額） － 2,218

建設仮勘定 699 3,164

有形固定資産合計 27,113 38,935

無形固定資産   

借地権 735 599

ソフトウエア 350 363

その他 152 135

無形固定資産合計 1,238 1,099
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 470 495

関係会社株式 1,526 886

出資金 0 0

長期貸付金 16 12

関係会社長期貸付金 1 －

長期前払費用 1,462 1,458

繰延税金資産 1,073 870

差入保証金 13,485 12,740

その他 359 365

投資その他の資産合計 18,396 16,829

固定資産合計 46,748 56,864

資産合計 60,393 69,873

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,436 10,470

短期借入金 2,130 3,300

1年内返済予定の長期借入金 1,991 2,359

リース債務 － 261

未払金 84 110

未払費用 3,174 3,509

未払法人税等 1,563 1,423

未払消費税等 99 －

預り金 102 98

前受収益 149 181

賞与引当金 1,246 1,306

商品券回収損引当金 18 18

その他 371 380

流動負債合計 21,368 23,420

固定負債   

長期借入金 4,218 6,258

リース債務 － 2,163

再評価に係る繰延税金負債 87 68

退職給付引当金 1,062 1,116

役員退職慰労引当金 269 255

預り保証金 5,346 5,460

長期前受収益 529 553

その他 15 7

固定負債合計 11,529 15,883

負債合計 32,898 39,303
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,199 4,199

資本剰余金   

資本準備金 3,606 3,606

資本剰余金合計 3,606 3,606

利益剰余金   

利益準備金 432 432

その他利益剰余金   

別途積立金 23,380 24,980

繰越利益剰余金 2,548 3,731

利益剰余金合計 26,360 29,144

自己株式 △1,377 △1,381

株主資本合計 32,789 35,568

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27 △6

土地再評価差額金 △5,320 △4,991

評価・換算差額等合計 △5,293 △4,998

純資産合計 27,495 30,570

負債純資産合計 60,393 69,873
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(2) 損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 177,667 187,507

売上原価   

商品期首たな卸高 3,272 3,342

当期商品仕入高 135,772 143,120

合計 139,044 146,463

商品期末たな卸高 3,342 3,550

商品売上原価 135,701 142,912

売上総利益 41,966 44,594

営業収入   

物流センター収入 5,162 5,497

不動産賃貸収入 2,424 2,533

その他の営業収入 53 117

営業収入合計 7,640 8,147

営業総利益 49,606 52,742

販売費及び一般管理費   

配送費 3,215 3,497

広告宣伝費 1,876 1,884

給料及び手当 15,706 16,841

賞与引当金繰入額 1,246 1,306

退職給付費用 963 842

役員退職慰労引当金繰入額 19 18

水道光熱費 2,927 3,341

地代家賃 6,358 6,672

リース料 1,207 －

減価償却費 2,109 2,289

その他 7,157 8,930

販売費及び一般管理費合計 42,788 45,623

営業利益 6,818 7,119

営業外収益   

受取利息 181 176

受取配当金 4 88

その他 63 52

営業外収益合計 250 317

営業外費用   

支払利息 189 242

50周年式典費用 38 －

その他 35 31

営業外費用合計 262 273

経常利益 6,806 7,163
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

賃貸借契約違約金収入 83 －

関係会社株式売却益 － 512

その他 7 59

特別利益合計 90 571

特別損失   

固定資産除却損 89 84

投資有価証券評価損 42 －

減損損失 36 248

合同葬費用 33 －

商品券回収損引当金繰入額 16 －

関係会社清算損 35 42

店舗閉鎖損失 － 314

その他 39 208

特別損失合計 293 897

税引前当期純利益 6,604 6,837

法人税、住民税及び事業税 2,758 2,797

法人税等調整額 56 111

法人税等合計 2,815 2,909

当期純利益 3,789 3,928
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(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,199 4,199

当期末残高 4,199 4,199

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,606 3,606

当期末残高 3,606 3,606

資本剰余金合計   

前期末残高 3,606 3,606

当期末残高 3,606 3,606

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 432 432

当期末残高 432 432

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 20,980 23,380

当期変動額   

別途積立金の積立 2,400 1,600

当期変動額合計 2,400 1,600

当期末残高 23,380 24,980

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,753 2,548

当期変動額   

剰余金の配当 △1,292 △815

当期純利益 3,789 3,928

自己株式の処分 △1,302 －

別途積立金の積立 △2,400 △1,600

土地再評価差額金の取崩 － △329

当期変動額合計 △1,205 1,183

当期末残高 2,548 3,731

利益剰余金合計   

前期末残高 25,166 26,360

当期変動額   

剰余金の配当 △1,292 △815

当期純利益 3,789 3,928

自己株式の処分 △1,302 －

土地再評価差額金の取崩 － △329

当期変動額合計 1,194 2,783

当期末残高 26,360 29,144
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △2,677 △1,377

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △3

自己株式の処分 1,302 －

当期変動額合計 1,299 △3

当期末残高 △1,377 △1,381

株主資本合計   

前期末残高 30,295 32,789

当期変動額   

剰余金の配当 △1,292 △815

当期純利益 3,789 3,928

自己株式の取得 △3 △3

自己株式の処分 0 －

土地再評価差額金の取崩 － △329

当期変動額合計 2,493 2,779

当期末残高 32,789 35,568

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 95 27

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68 △33

当期変動額合計 △68 △33

当期末残高 27 △6

土地再評価差額金   

前期末残高 △3,116 △5,320

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,203 329

当期変動額合計 △2,203 329

当期末残高 △5,320 △4,991

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △3,021 △5,293

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,272 295

当期変動額合計 △2,272 295

当期末残高 △5,293 △4,998

純資産合計   

前期末残高 27,273 27,495

当期変動額   

剰余金の配当 △1,292 △815

当期純利益 3,789 3,928

自己株式の取得 △3 △3

自己株式の処分 0 －

土地再評価差額金の取崩 － △329

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,272 295

当期変動額合計 221 3,074

当期末残高 27,495 30,570
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(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。 

 

６．その他 

(1) 役員の異動（平成21年６月23日付予定） 

 

① 新任取締役候補 

取締役 中村 健 （現 人事部長） 

取締役 反町 裕 （現 生鮮部長） 

取締役 川野 澄人 （現 グロッサリー部長） 

 

② 新任監査役候補 

監査役 深澤 邦光  

（注）新任監査役候補者 深澤 邦光氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

 

③ 昇任予定取締役 

専務取締役 小林 正雄 （現 常務取締役営業統括本部長） 

専務取締役 竹井 信治 
（現 常務取締役経営管理本部長兼兼

兼 経営企画室長） 

常務取締役 濵地 敏夫 （現 取締役人事総務本部長） 

 

④ 退任予定取締役 

 阿部 秀三 （現 取締役営業統括本部長付） 
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