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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）

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3月期 359,701 5.5 7,475 12.1 7,045 11.1 4,110 10.7
20年3月期 340,998 8.0 6,666 14.0 6,339 15.8 3,711 34.3

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3月期 78.40 ― 10.2 5.2 2.1
20年3月期 67.68 ― 9.3 4.9 2.0

（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 137,899 39,495 28.5 797.62
20年3月期 131,239 41,499 31.5 751.68

（参考） 自己資本   21年3月期  39,345百万円 20年3月期  41,356百万円

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 4,937 △7,916 1,324 3,734
20年3月期 2,721 △4,071 1,306 5,388

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 ― 0.00 ― 13.00 13.00 715 19.2 1.8
21年3月期 ― 0.00 ― 14.00 14.00 690 17.9 1.8

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 14.00 14.00 16.1

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）

 

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 178,000 4.4 3,550 10.0 3,350 9.7 2,100 △7.9 42.57

通期 373,000 3.7 8,350 11.7 7,750 10.0 4,300 4.6 87.17

－ 1 －



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、１６、１７ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、２６ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 57,568,067株 20年3月期 57,568,067株

② 期末自己株式数 21年3月期  8,239,621株 20年3月期  2,548,464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）

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3月期 349,137 5.5 6,186 15.1 5,929 14.4 3,388 110.6
20年3月期 330,867 8.2 5,374 18.4 5,180 17.1 1,609 △28.5

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 64.64 ―

20年3月期 29.34 ―

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 135,985 36,904 27.1 748.15
20年3月期 128,197 39,637 30.9 720.43

（参考） 自己資本 21年3月期  36,904百万円 20年3月期  39,637百万円

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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、４ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関す
る分析」をご覧ください。 

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 
累計期間 173,000 4.7 2,850 10.7 2,700 10.7 1,800 △3.4 36.49

通期 363,000 4.0 6,950 12.3 6,550 10.5 3,750 10.7 76.02

－ 2 －



 
 

 

 １．経 営 成 績  

（１）経営成績に関する分析 
 ①当期の経営成績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当期におけるわが国経済は、世界的な金融危機が国内実体経済にも波及し、企業収益や

雇用情勢が急速に悪化するとともに、設備投資や個人消費の減退が顕著となるなど、景気
は深刻な悪化局面に入ってまいりました。 
当家電販売業界におきましては、北京オリンピックの開催や地上デジタル放送の浸透に

より、薄型テレビが引き続き好調に推移し、また冷蔵庫や電子レンジ・調理器具などの生
活家電も高機能商品の発売や、『内食』への傾向が強まったことにより順調に推移しました。
加えて、夏の猛暑によりエアコンも堅調に推移しましたが、パソコンや携帯電話等の情報
通信機器が低迷しました。一方商環境は、相次ぐ大型店の出店ならびに価格・サービスに
よる企業間の過当競争がますます激しくなっており、厳しい経営環境下にありました。 
このような状況の中、当グループでは、新中期経営計画の初年度にあたり、「ＪＴ－  

１００経営計画」に掲げた基本方針 
① 営業力強化による差別化の推進  （売上・利益の拡大） 
② 安定した財務体質の構築     （収益力・資金力の増加）  
③ 店舗オペレーションの改革    （生産性の向上） 
④ 社会責任ある企業活動の推進と継続（企業価値の向上） 
に総力を挙げて取り組んでまいりました。 
営業面では、『安心・安全・安い』をテーマとした具体的施策に取り組み、その結果、

日頃の製品安全活動が評価され、平成２０年１１月には『平成２０年度 大企業小売販売
事業者部門 製品安全対策優良企業金賞（経済産業大臣賞）』を受賞しました。また、財
団法人省エネルギーセンターからは、省エネ型製品普及推進優良店に事業会社ベースでは
業界最多の９６店舗が選ばれております。更には、財団法人家電製品協会より、家電リサ
イクル券取扱優良店としてＦＣ店舗を含め１７６店舗が推奨されております。 
店舗展開につきましては、移転オープンいたしました西大津店（滋賀県）をはじめ１４

店舗の出店を行うとともに７店舗を撤収した結果、当期末の店舗数は１６６店舗となり、
一層の店舗の大型化・効率化に努めました。 
以上の結果、当期の連結業績は、売上高３，５９７億１百万円（前期比５．５％増）、

営業利益７４億７５百万円（前期比１２．１％増）、経常利益７０億４５百万円（前期比
１１．１％増）、当期純利益４１億１０百万円（前期比１０．７％増）と、６期連続の増収、
７期連続の増益となりました。 

（単位：百万円）

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 売上高
経常利益率

平成21年 3 月期 359,701 7,475 7,045 4,110 2.0%

平成20年 3 月期 340,998 6,666 6,339 3,711 1.9%

増　減　率 5.5% 12.1% 11.1% 10.7% －

【ご参考】JT-100経営計画
《平成21年3月期数値目標》 352,000 7,500 7,000 3,900 2.0%

－ 3 －
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 ②次期の見通し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
今後の見通しにつきましては、昨年度後半からの景気の悪化局面は長引き、企業収益や

雇用・所得環境も厳しさを増してくることが予測され、予断を許さない状況が続くものと
思われます。 
当家電販売業界におきましては、政府の経済対策としての「エコポイントの活用による

グリーン家電普及促進事業」等による省エネ家電への需要が期待されますものの、生活防
衛意識の高まりから消費動向に低下が見られる中、大型店の出店加速など「店舗・価格・
サービス」での企業間競争は一層厳しさを増すものと予測されます。 
当グループといたしましては、このような予断を許さない状況が続く中ではありますが、 

「お客様のライフスタイルを提案・サポートし、将来にわたり選ばれ続ける家電専門店を
創造すると共に より一層の企業価値向上に努める」ことをビジョンとした中期経営計画
『ＪＴ－１００経営計画』に総力を挙げて取り組んでまいります。 
次期の見通しといたしましては、現下の厳しい状況を鑑み、売上高３，７３０億円（前

期比３．７％増）、営業利益８３億５０百万円（前期比１１．７％増）、経常利益７７億５０
百万円（前期比１０．０％増）、当期純利益４３億円（前期比４．６％増）を予想しており
ます。 

 

（単位：百万円）

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 売上高
経常利益率

平成22年 3 月期（予想） 373,000 8,350 7,750 4,300 2.1%

平成21年 3 月期（実績） 359,701 7,475 7,045 4,110 2.0%

増　減　率 3.7% 11.7% 10.0% 4.6% －

【ご参考】JT-100経営計画
《平成22年3月期数値目標》 367,000 8,400 8,000 4,300 2.2%

－ 4 －
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（２）財政状態に関する分析 
 ①資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １）当期末の資産、負債、純資産の状況 

当期末は前期末に比べ、資産は流動資産が２３億９９百万円増加し、固定資産が４２
億４７百万円増加したため、合計で６６億５９百万円増加しました。負債は流動負債が
１０９億２７百万円増加し、固定負債が２２億６２百万円減少したため、合計で８６億
６４百万円増加しました。純資産は自己株式の取得等により株主資本が２１億５１百万
円減少し、評価・換算差額等が１億４０百万円増加したため、合計で２０億４百万円減
少しました。 

 
 ２）当期のキャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは４９億３７百万円の増加となりました。これは
主に税金等調整前当期純利益５７億５７百万円、減価償却費２４億４百万円、たな卸資
産の増加１６億８８百万円、売上債権の増加２１億６２百万円等によるものであります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは７９億１６百万円の減少となりました。これは

主に、新規出店等による固定資産の取得及び差入保証金の差入８７億２８百万円、店舗の撤
収等による差入保証金の回収１６億１百万円等によるものであります。 
財務活動によるキャッシュ・フローは１３億２４百万円の増加となりました。これは

主に、有利子負債が６８億８８百万円増加し、自己株式の取得により４８億５百万円減
少したことによるものであります。 
以上の結果、当期末における現金及び現金同等物は前期末に比べ１６億５４百万円減

少し３７億３４百万円となりました。 

  ＜資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況＞ （単位：百万円）

平成20年3月期 平成21年3月期 増 減 額

 資産 131,239   137,899   6,659   

 負債 89,740   98,404   8,664   

 純資産 41,499   39,495   △ 2,004   

 借入金・社債期末残高 42,594   49,482   6,888   

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,721   4,937   2,215   

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,071   △ 7,916   △ 3,844   

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,306   1,324   18   

 現金及び現金同等物 5,388   3,734   △ 1,654   

－ 5 －
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 ３）次期のキャッシュ・フローの見通し 
次期のキャッシュ・フローの見通しにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フ

ローは業績を反映して当期を上回る見込みであります。投資活動によるキャッシュ・フ
ローは事業拡大のための投資を次期も継続しますが、土地の取得が減少するため支出は
当期を下回る予定であります。そのため、フリーキャッシュ・フローは当期より増加す
る見込みであり、財務活動によるキャッシュ・フローは減少することを予測しておりま
す。 
これらの結果、次期期末の現金及び現金同等物の残高は当期末と同程度の見通しであ

ります。 
 
 ②キャッシュ・フロー関連指標の推移 

当グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

   （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 
      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 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）によ
り算出しております。 

※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おります。 

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、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」及び「利息の支払額」を使用しておりま
す。 

 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、収益の向上を図り経営基盤の強化に努めるとともに、株主のみなさまに対す
る利益還元を充実していくことが経営の重要課題であると認識しております。また内部
留保金につきましては、新店舗の開設、既存店舗の改装等の設備資金及び情報化投資等
に活用し、企業価値の向上に努めてまいります。 
配当政策は、業績の状況及び配当と内部留保のバランスに配慮しながら、安定した配

当を継続することを基本的な考え方としております。 
当期の配当につきましては、前期の記念配当３円を普通配当に吸収し、さらに１円を

加えた４円増額の１株当たり１４円を期末配当として予定しております。 
次期の配当につきましては、業況及び今後の事業展開や経営環境等を慎重に検討した

結果、当期と同額の１株当たり１４円の期末配当を予定しております。 

17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 21年3月期

 自己資本比率（％） 31.5   31.8   30.6   31.5   28.5   

 時価ベースの自己資本比率(％) 21.1   43.9   36.0   43.1   18.0   

 ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率（倍） 6.5   9.4   9.8   15.6   10.0   

 ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ（倍） 10.8   8.2   7.7   4.2   6.6   

－ 6 －
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 ２．企業集団の状況  
 

当社及びその関係会社で構成するジョーシングループの主な事業内容と、各社の当該事
業に係る位置付け及び事業部門との関連は、次のとおりであります。 
当社、三共ジョーシン株式会社（連結子会社）及び新潟ジョーシン株式会社（連結子会
社）は、家電商品、情報通信機器、エンターテインメント商品及び住宅設備機器とこれら
に関連する商品の専門販売店をコア事業としております。 
ジョーシンサービス株式会社（連結子会社）は、商品の配送、据付、修理及び保守業務
を行っております。また、ジャプロ株式会社（連結子会社）は、情報通信機器の取付・設
定業務を行っております。 
ジョーシンテック株式会社（連結子会社）は、損害保険・生命保険代理店業務及び長期
修理保証制度に関する業務を行っております。 
ジェー・イー・ネクスト株式会社（連結子会社）は、音楽・映像ソフトのレンタルや中
古書籍等の売買を行う専門店を営んでおり、当社はジェー・イー・ネクスト株式会社に店
舗を賃貸しております。なお、当社はジェー・イー・ネクスト株式会社、兵庫京都ジョー
シン株式会社（連結子会社）、東海ジョーシン株式会社（連結子会社）、関東ジョーシン
株式会社（連結子会社）に店舗運営の一部を業務委託しております。また、滋賀県下の店
舗運営の一部を業務委託するため、滋賀ジョーシン株式会社（連結子会社）を平成２０年
１１月２５日付で設立しております。 
ジョーシンアセット株式会社(連結子会社)は、不動産の賃貸業務を行っております。 
当社は、ＦＣ契約締結先（トヨタ生活協同組合他１１社）に対して経営指導、商品供給
等を行っております。 
以上の事項を事業系統図によって示しますと、次のとおりであります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連結子会社
ジョーシンテック株式会社

ＦＣ契約締結先
トヨタ生活協同組合
他11社

連結子会社
ジョーシンサービス株式会社
ジャプロ株式会社

連結子会社
ジェー･イー･ネクスト株式会社

連結子会社
兵庫京都ジョーシン株式会社
東海ジョーシン株式会社
関東ジョーシン株式会社
滋賀ジョーシン株式会社

連結子会社
ジョーシンアセット株式会社

連結子会社
三共ジョーシン株式会社
新潟ジョーシン株式会社当

　
　
　
　
社

お

　
　
客

　
　
様

商品の配送、
工事、修理等

商品供給

商品供給

保険代理店業務

長期修理保証 保険

商品

商品

商品

音楽･映像ソフ
ト、中古書籍等店舗賃貸・業務委託

商品の配送、
工事、修理等
の委託

業務委託

不動産賃貸借 不動産賃貸

商品
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 ３．経 営 方 針  
 

平成 20 年３月期中間決算短信（平成 19 年 11 月 13 日開示）により開示を行った内容か
ら重要な変更がないため開示を省略しております。 
 
当該中間決算短信は、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.joshin.co.jp/joshintop/ir3.html 
（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 
 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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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 5,388 3,734 
受取手形及び売掛金 11,833 13,995 
たな卸資産 46,091 ※1  47,779 

繰延税金資産 3,754 4,115 
その他 5,199 5,040 
貸倒引当金 △8 △7 

流動資産合計 72,258 74,658 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） ※3  12,787 ※3  15,205 

工具、器具及び備品（純額） 2,720 2,791 
土地 ※3, ※4  17,303 ※3, ※4  19,715 

建設仮勘定 25 547 
その他（純額） 166 283 
有形固定資産合計 ※2  33,003 ※2  38,543 

無形固定資産 654 942 
投資その他の資産   
投資有価証券 2,994 2,468 
長期貸付金 26 24 
繰延税金資産 493 554 
差入保証金 20,656 19,322 
その他 2,351 1,821 
貸倒引当金 △1,215 △464 

投資その他の資産合計 25,307 23,727 

固定資産合計 58,965 63,213 

繰延資産   
社債発行費 16 28 
繰延資産合計 16 28 

資産合計 131,239 137,899 
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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   
支払手形及び買掛金 27,179 26,900 
短期借入金 2,600 ※3  8,230 

1年内返済予定の長期借入金 ※3  13,129 ※3  14,496 

1年内償還予定の社債 1,120 400 
未払法人税等 489 1,657 
繰延税金負債 0 － 
賞与引当金 1,745 1,793 
ポイント引当金 4,771 4,986 
店舗閉鎖損失引当金 148 112 
転貸損失引当金 86 59 
その他 9,344 12,905 
流動負債合計 60,614 71,542 

固定負債   
社債 960 1,280 
長期借入金 ※3  24,784 ※3  22,076 

繰延税金負債 － 0 
再評価に係る繰延税金負債 ※4  1,074 ※4  1,050 

退職給付引当金 769 785 
役員退職慰労引当金 11 12 
転貸損失引当金 786 467 
その他 738 1,188 
固定負債合計 29,125 26,862 

負債合計 89,740 98,404 
純資産の部   
株主資本   
資本金 15,121 15,121 
資本剰余金 19,644 19,644 
利益剰余金 19,417 22,070 
自己株式 △1,812 △6,617 

株主資本合計 52,371 50,219 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △118 △750 
繰延ヘッジ損益 △30 － 
土地再評価差額金 ※4  △10,864 ※4  △10,123 

評価・換算差額等合計 △11,014 △10,873 

少数株主持分 142 149 
純資産合計 41,499 39,495 

負債純資産合計 131,239 137,899 
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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  340,998 ※1  359,701 

売上原価 276,938 ※2  292,565 

売上総利益 64,060 67,136 

販売費及び一般管理費 ※3  57,393 ※3  59,661 

営業利益 6,666 7,475 

営業外収益   
受取利息 81 80 
受取配当金 46 53 
受取手数料 155 165 
受取保険金及び配当金 34 27 
受取賃貸料 23 20 
その他 99 55 
営業外収益合計 440 402 

営業外費用   
支払利息 662 685 
社債発行費償却 12 5 
家賃地代 17 41 
その他 75 99 
営業外費用合計 768 832 

経常利益 6,339 7,045 

特別利益   
固定資産売却益 ※4  40 － 
投資有価証券売却益 8 44 
転貸損失引当金戻入額 － 273 
特別利益合計 48 318 

特別損失   
固定資産売却損 － ※5  58 

固定資産除却損 ※6  33 ※6  34 

投資有価証券売却損 － 7 
減損損失 ※7  400 ※7  449 

貸倒引当金繰入額 153 369 
店舗閉鎖損失引当金繰入額 193 141 
転貸損失引当金繰入額 910 － 
投資有価証券評価損 305 544 
特別損失合計 1,996 1,605 

税金等調整前当期純利益 4,391 5,757 

法人税、住民税及び事業税 1,197 2,107 
法人税等調整額 △468 △467 

法人税等合計 729 1,640 

少数株主利益 △49 6 
当期純利益 3,711 4,110 
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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 15,121 15,121 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 15,121 15,121 

資本剰余金   
前期末残高 19,327 19,644 
当期変動額   
自己株式の処分 317 0 
当期変動額合計 317 0 

当期末残高 19,644 19,644 

利益剰余金   
前期末残高 19,801 19,417 
当期変動額   
剰余金の配当 △542 △715 
当期純利益 3,711 4,110 
土地再評価差額金の取崩 △3,553 △741 

当期変動額合計 △384 2,653 

当期末残高 19,417 22,070 
自己株式   
前期末残高 △1,982 △1,812 
当期変動額   
自己株式の取得 △992 △4,805 
自己株式の処分 1,163 0 

当期変動額合計 170 △4,805 

当期末残高 △1,812 △6,617 

株主資本合計   
前期末残高 52,268 52,371 
当期変動額   
剰余金の配当 △542 △715 
当期純利益 3,711 4,110 
土地再評価差額金の取崩 △3,553 △741 
自己株式の取得 △992 △4,805 
自己株式の処分 1,480 0 

当期変動額合計 102 △2,151 

当期末残高 52,371 50,219 
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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 337 △118 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △455 △631 

当期変動額合計 △455 △631 

当期末残高 △118 △750 

繰延ヘッジ損益   
前期末残高 12 △30 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43 30 

当期変動額合計 △43 30 

当期末残高 △30 － 

土地再評価差額金   
前期末残高 △14,418 △10,864 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,553 741 
当期変動額合計 3,553 741 

当期末残高 △10,864 △10,123 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 △14,068 △11,014 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,054 140 
当期変動額合計 3,054 140 

当期末残高 △11,014 △10,873 

少数株主持分   
前期末残高 192 142 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △49 6 

当期変動額合計 △49 6 

当期末残高 142 149 

純資産合計   
前期末残高 38,392 41,499 
当期変動額   
剰余金の配当 △542 △715 
当期純利益 3,711 4,110 
土地再評価差額金の取崩 △3,553 △741 
自己株式の取得 △992 △4,805 
自己株式の処分 1,480 0 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,004 147 

当期変動額合計 3,107 △2,004 

当期末残高 41,499 39,495 
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（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 4,391 5,757 
減価償却費 2,182 2,404 
減損損失 400 449 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 155 367 
賞与引当金の増減額（△は減少） 55 48 
ポイント引当金の増減額（△は減少） 168 214 
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 184 141 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △47 16 
転貸損失引当金の増減額（△は減少） 872 △345 
受取利息及び受取配当金 △128 △133 
支払利息 662 685 
投資有価証券売却損益（△は益） △8 △37 
投資有価証券評価損益（△は益） 305 544 
固定資産売却損益（△は益） △40 58 
固定資産除却損 33 34 
売上債権の増減額（△は増加） △1,547 △2,162 
たな卸資産の増減額（△は増加） △3,345 △1,688 
仕入債務の増減額（△は減少） 1,323 △278 
前受金の増減額（△は減少） 134 210 
未払消費税等の増減額（△は減少） 315 24 
その他 △102 134 

小計 5,967 6,450 

利息及び配当金の受取額 59 62 
利息の支払額 △648 △745 
法人税等の支払額 △2,657 △830 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,721 4,937 

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 △3,908 △7,838 
有形固定資産の売却による収入 853 159 
投資有価証券の取得による支出 △675 △851 
投資有価証券の売却による収入 50 288 
差入保証金の差入による支出 △1,280 △890 
差入保証金の回収による収入 1,338 1,601 
その他 △449 △384 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,071 △7,916 

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） 1,600 5,630 
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 49,000 51,000 
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △49,000 △48,000 
長期借入れによる収入 19,900 13,100 
長期借入金の返済による支出 △14,515 △14,441 
社債の発行による収入 1,175 781 
社債の償還による支出 △6,800 △1,200 
ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △23 
自己株式の処分による収入 1,480 0 
自己株式の取得による支出 △992 △4,805 
配当金の支払額 △541 △715 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,306 1,324 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △43 △1,654 

現金及び現金同等物の期首残高 5,432 5,388 
現金及び現金同等物の期末残高 5,388 3,734 
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（５）継続企業の前提に関する注記 

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)及び 

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。 

 

（６）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 
 

連結子会社の数及び連結子会社の名称 
すべての子会社を連結しております。 
10社 三共ジョーシン株式会社 
 新潟ジョーシン株式会社 
 ジョーシンサービス株式会社 
 ジョーシンテック株式会社 
 ジョーシンアセット株式会社 
 ジェー・イー・ネクスト株式会社 
 兵庫京都ジョーシン株式会社 
 ジャプロ株式会社 

 東海ジョーシン株式会社 
(平成19年８月20日設立) 

 関東ジョーシン株式会社 
(平成19年８月20日設立) 

 

連結子会社の数及び連結子会社の名称 
すべての子会社を連結しております。 
11社 三共ジョーシン株式会社 
 新潟ジョーシン株式会社 
 ジョーシンサービス株式会社 
 ジョーシンテック株式会社 
 ジョーシンアセット株式会社 
 ジェー・イー・ネクスト株式会社 
 兵庫京都ジョーシン株式会社 
 ジャプロ株式会社 

 東海ジョーシン株式会社 

 関東ジョーシン株式会社 

 滋賀ジョーシン株式会社 
(平成20年11月25日設立) 

 
２ 持分法の適用に関する事
項 

(1) 持分法適用会社 
   該当事項はありません。 

(1) 持分法適用会社 
同 左 

 (2) 持分法を適用しない関連会社の名
称 

   該当事項はありません。 

(2) 持分法を適用しない関連会社の名
称 

同 左 
３ 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 

(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 
   その他有価証券 

時価のあるもの 
     決算期末日前１ヶ月の市場価

格等の平均に基づく時価法
(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) 

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 

    先入先出法による原価法 
    ただし、書籍等家電外商品の

一部については、売価還元法
による原価法を採用しており
ます。 

 ②たな卸資産 
評価基準は原価法(収益性の低下
による簿価切下げの方法)によっ
ております。 
イ 商 品 

    先入先出法 
    ただし、書籍等家電外商品の

一部については、売価還元法
による原価法を採用しており
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) 

 

ロ 貯蔵品 
    最終仕入原価法による原価法 

ロ 貯蔵品 
    最終仕入原価法 
   (会計処理の変更) 
   当連結会計年度から、｢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。なお、これによる損益に
与える影響は軽微であります。 

 (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 
   定率法 
   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。 

   なお、耐用年数及び残存価額に
ついては、法人税法に規定する
方法と同一の基準によっており
ます。 

   (会計処理の変更) 
   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、当連結会計年
度から、平成19年４月１日以降
に取得したものについては、改
正後の法人税法に基づく方法に
変更しております。 

   この結果、従来の方法によった
場合と比較して、売上総利益が
０百万円、営業利益が97百万
円、経常利益及び税金等調整前
当期純利益が97百万円それぞれ
減少しております。 

   (追加情報) 
   当連結会計年度から、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、従来の方法によった
場合と比較して、売上総利益が
６百万円、営業利益が43百万
円、経常利益及び税金等調整前
当期純利益が43百万円それぞれ
減少しております。 

(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) 
   定率法 
   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。 

   なお、耐用年数及び残存価額に
ついては、法人税法に規定する
方法と同一の基準によっており
ます。 
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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無形固定資産 
   定額法 
   なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の
基準によっております。ただ
し、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。 

 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

存価額をゼロとする定額法によ
っております。 

   なお、リース取引開始日が平成
20年３月31日以前のものについ
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。 

   (会計処理の変更) 
   所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、従来、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し
たが、当連結会計年度から、
「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。 

   この結果、従来の方法によった
場合と比較して、当連結会計年
度末において、リース資産が有
形固定資産に148百万円、無形
固定資産に144百万円それぞれ
計上されております。なお、損
益に与える影響はありません。 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 
  社債発行費 

償還期間にわたり定額法により
償却 
ただし、会社法施行日以前に発
行した社債に係る社債発行費に
ついては、３年間の均等償却に
よっております。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 
  社債発行費 

償還期間にわたり定額法により
償却 
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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) 

 

(4) 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
回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。 

(4) 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 
従業員に対して支給する賞与の
支出に充てるため、支給見込額
に基づき計上しております。 

 ②賞与引当金 
同 左 

 

 ③ポイント引当金 
ポイントカード制度において、
顧客に付与したポイントの利用
に備えるため、過年度における
実績率に基づき、当連結会計年
度末において将来利用されると
見込まれる額を計上しておりま
す。 

 ③ポイント引当金 
同 左 

 

④店舗閉鎖損失引当金 
店舗の閉鎖等に伴い発生する損
失に備えるため、今後発生する
と見込まれる損失について、合
理的に見積もられる金額を計上
しております。 

④店舗閉鎖損失引当金 
同 左 

 

⑤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に基
づき、当連結会計年度末におい
て発生していると認められる額
を計上しております。 
数理計算上の差異については、
各連結会計年度の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数(10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しておりま
す。 

⑤退職給付引当金 
同 左 

 

⑥役員退職慰労引当金 
一部の連結子会社については、
役員の退職慰労金の支出に備え
るため、内規に基づく期末要支
給額を計上しております。 

⑥役員退職慰労引当金 
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) 

 

⑦転貸損失引当金 
不採算店舗等の閉鎖に伴い、賃
貸借契約期間が満了するまで転
貸することとした賃借不動産に
ついて、当該転貸期間における
支払賃借料の総額が受取賃貸料
の総額を上回る場合において、
その収支差額全額を計上してお
ります。 
(会計処理の変更) 
従来、店舗閉鎖に伴い転貸して
いた賃借不動産の損益について
は、支払賃借料及び受取賃貸料
を発生した期の損益として計上
しておりましたが、当連結会計
年度より、転貸期間における支
払賃借料の総額が受取賃貸料の
総額を上回る場合において、そ
の収支差額全額を転貸損失引当
金として計上する方法に変更い
たしました。この変更は、契約
上の将来損失について確実に見
込める時点で引当金を計上する
会計慣行が定着しつつある最近
の動向を踏まえ、店舗の出店、
閉鎖が頻繁に行われる現状にお
いて、財務体質の一層の健全化
を図るために行ったものであり
ます。 
この結果、従来の方法によった
場合と比較して、売上総利益、
営業利益及び経常利益が37百万
円それぞれ増加し、税金等調整
前当期純利益が872百万円減少
しております。 

⑦転貸損失引当金 
不採算店舗等の閉鎖に伴い、賃
貸借契約期間が満了するまで転
貸することとした賃借不動産に
ついて、当該転貸期間における
支払賃借料の総額が受取賃貸料
の総額を上回る場合において、
その収支差額全額を計上してお
ります。 
 

 

(5) 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。 

─── 
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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) 重要なヘッジ会計の方法 
①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しており
ます。なお、金利スワップにつ
いて特例処理を採用しておりま
す。また、為替予約が付されて
いる外貨建金銭債権債務等につ
いては、振当処理の要件を満た
す場合は振当処理を行っており
ます。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 
①ヘッジ会計の方法 

同 左 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 
イ ヘッジ手段 
   金利スワップ 
   為替予約 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 
イ ヘッジ手段 

同 左 

 
ロ ヘッジ対象 
   長期借入金の利息 
   外貨建金銭債権債務等 

ロ ヘッジ対象 
同 左 

 

③ヘッジ方針 
当グループのリスク管理方針に
基づき金利変動リスク及び為替
相場の変動リスクをヘッジして
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 
金利スワップ取引については、
特例処理の要件を満たしている
ため、また、為替予約取引につ
いては、ヘッジの高い有効性が
あるとみなされるため、有効性
の評価については省略しており
ます。 

④ヘッジの有効性評価の方法 
同 左 

 
(7) その他連結財務諸表作成のための
重要な事項 

(6) その他連結財務諸表作成のための
重要な事項 

 
①消費税等の処理方法 

税抜方式を採用しております。 
①消費税等の処理方法 

同 左 

 
②連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しておりま
す。 

②連結納税制度の適用 
同 左 

４ 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 

５ 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 
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（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 

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) 
連結財務諸表提出会社の役員退職慰労金制度廃止決議で
承認された当該役員退職時までの支給保留額161百万円
は、前連結会計年度まで、固定負債の「役員退職給与引
当金」として表示しておりましたが、「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」(監査・保
証実務委員会報告第42号)の公表を契機に、「長期未払
金」として固定負債の「その他」に含めて表示しており
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 たな卸資産の内訳 
商   品 47,739百万円
貯 蔵 品 40百万円

 
※２ 有形固定資産減価償却累計額 23,334百万円
 

※２ 有形固定資産減価償却累計額 24,586百万円
 

※３ 担保に供している資産(帳簿価額) 
 

建   物 345百万円
土   地 1,400百万円
  計 1,746百万円

 

※３ 担保に供している資産(帳簿価額) 
 

建   物 327百万円
土   地 1,400百万円
  計 1,727百万円

 
   上記に対応する債務 

長期借入金 1,610百万円
(一年内返済長期借入金を含む) 

 

   上記に対応する債務 
短期借入金 218百万円 
長期借入金 1,391百万円 
(一年内返済長期借入金を含む) 
  計 1,610百万円 

 
※４ 連結財務諸表提出会社 
    「土地の再評価に関する法律の一部を改正する

法律」(平成13年３月31日公布法律第19号)及び
「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
再評価を行い、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。 

    ①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３号に
定める固定資産税評価額に基づきこれに合理
的な調整を行って算出する方法及び同施行令
第２条第４号に定める地価税法第16条に規定
する地価税の課税価格の計算の基礎となる土
地の価額を算定するために国税庁長官が定め
て公表した方法により算定した価額に奥行価
格補正等の合理的な調整を行って算出する方
法によっております。 

※４ 連結財務諸表提出会社 
    「土地の再評価に関する法律の一部を改正する

法律」(平成13年３月31日公布法律第19号)及び
「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
再評価を行い、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。 

    ①再評価の方法 
同 左 

    ②再評価を行った年月日  平成13年３月31日     ②再評価を行った年月日  同 左 
③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 

△5,323百万円 

③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 

△5,013百万円 
 ５ 保証債務 
    連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に

対して次のとおり保証を行っております。 
あさか電器株式会社 200百万円

 

 ５ 保証債務 
    連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に

対して次のとおり保証を行っております。 
あさか電器株式会社 100百万円
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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 ポイント引当金繰入額168百万円を控除しており
ます。 

※１ ポイント引当金繰入額214百万円を控除しており
ます。 

─── ※２ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の
低下による簿価切下額 

 
売上原価 2,000百万円 

 
※３ 販売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。 
 

広告宣伝費 10,069百万円 
給与及び手当 16,641百万円 
賞与引当金繰入額 1,514百万円 
退職給付費用 757百万円 
賃借料 8,539百万円 
   

※３ 販売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。 

 
広告宣伝費 10,067百万円 
給与及び手当 17,323百万円 
賞与 1,505百万円 
賞与引当金繰入額 1,593百万円 
退職給付費用 909百万円 
賃借料 8,929百万円 
   

※４ 内容は土地売却益40百万円であります。 ─── 

─── ※５ このうち主なものは、土地売却損58百万円であり
ます。 

※６ このうち主なものは、店舗の撤収及び改装等によ
る工具、器具及び備品除却損５百万円、什器等撤
去費用16百万円であります。 

※６ このうち主なものは、店舗の撤収及び改装等によ
る工具、器具及び備品除却損７百万円、什器等撤
去費用24百万円であります。 

※７ 当連結会計年度において、当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ました。 
用 途 種  類 場 所 

店 舗 
建物及び構築物、 
工具、器具及び備品、
その他 

石川県、 
滋賀県、 
和歌山県他 

賃貸不動産 
建物及び構築物、 
土地、その他 

新潟県、 
石川県、 
富山県 

遊休資産 建物、土地 大阪府 

当グループは、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として、また賃貸不
動産及び遊休資産については物件単位毎にグルー
ピングしております。 
営業活動による損益が継続してマイナスである店
舗等、土地等の市場価額が下落した賃貸不動産等
における資産グループ及び撤収予定店舗について
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(400百万円)として特別損失に計上い
たしました。 

 

※７ 当連結会計年度において、当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ました。 
用 途 種  類 場 所 

店 舗 
建物及び構築物、 
工具、器具及び備品、
その他 

大阪府、 
兵庫県、 
奈良県 

賃貸不動産 建物、土地 
京都府、 
奈良県 

当グループは、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として、また賃貸不
動産及び遊休資産については物件単位毎にグルー
ピングしております。 
賃貸契約の終了により将来キャッシュ・フローが
見込めなくなった賃貸不動産における資産グルー
プ及び撤収予定店舗について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(449百万
円)として特別損失に計上いたしました。 
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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) 

(減損損失の内訳) 
種  類 減損損失(百万円) 

 建物及び構築物 235 
 工具、器具及び備品  76 
 土地  82 
 その他   7 
なお、当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、土地については路線価
に基づき、建物については固定資産税評価額によ
り評価しております。ただし、一部の資産グルー
プについては不動産鑑定評価額を適用し、売却が
決定した資産グループについては実際の売却価額
に基づき評価しております。また、撤収予定店舗
の廃棄予定資産等については、正味売却価額をゼ
ロとして評価しております。 
 

(減損損失の内訳) 
種  類 減損損失(百万円) 

 建物及び構築物 265 
 工具、器具及び備品  26 
 土地 157 
 その他   0 
なお、当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、土地については路線価
に基づき、建物については固定資産税評価額によ
り評価しております。また、撤収予定店舗の廃棄
予定資産等については、正味売却価額をゼロとし
て評価しております。 

 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 
１ 発行済株式に関する事項 

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 

普通株式(株) 57,568,067 ─ ─ 57,568,067 
 
 
２ 自己株式に関する事項 

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 

普通株式(株) 3,326,938 1,076,718 1,855,192 2,548,464 
 

(変動事由の概要) 
増加数の内訳は、次の通りであります。 
 会社法第155条第３号の規定に基づく取得による増加  1,073,000株 
 単元未満株式の買取りによる増加             3,718株 
減少数の内訳は、次の通りであります。 
 第三者割当による自己株式の処分による減少      1,855,000株 
 単元未満株式の処分による減少               192株 

 
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 

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22日 
定時株主総会 普通株式 542 10 平成19年３月31日 平成19年６月25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 (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 利益剰余金 715 13 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) 
１ 発行済株式に関する事項 

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 

普通株式(株) 57,568,067 ─ ─ 57,568,067 
 
 
２ 自己株式に関する事項 

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 

普通株式(株) 2,548,464 5,691,378 221 8,239,621 
 

(変動事由の概要) 
増加数の内訳は、次の通りであります。 
 会社法第155条第３号の規定に基づく取得による増加  5,687,000株 
 単元未満株式の買取りによる増加             4,378株 
減少数の内訳は、次の通りであります。 
 単元未満株式の処分による減少               221株 
 

 
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 

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 715 13 平成20年３月31日 平成20年６月25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 (百万円) 
１株当たり 
配当額(円) 基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 690 14 平成21年３月31日 平成21年６月29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) 

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 5,388百万円 
     現金及び現金同等物 5,388百万円 
    

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 3,734百万円 
     現金及び現金同等物 3,734百万円 
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(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)及び 

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) 

 

【事業の種類別セグメント情報】 

当グループの事業は、家電製品等の小売業並びにこれらの付帯業務の単一事業であります。

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

本国以外の国、又は地域に所在する在外支店及び連結子会社がないため開示しておりません。 

 

【海外売上高】 

海外売上高がないため開示しておりません。 

 

(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 751 円 68 銭
 

１株当たり純資産額 797 円 62 銭
 

１株当たり当期純利益 67 円 68 銭
 

１株当たり当期純利益 78 円 40 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。 

同 左 
 
 

   
 
(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項  目 
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) 3,711 4,110 

 普通株式に係る当期純利益(百万円) 3,711 4,110 

 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) 54,842 52,429 

 

(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)及び 

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。 

 

(開示の省略) 

リース取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、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ております。 
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（９）品種別連結売上高 

 

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) 

増  減 
品  種  名 

金 額 
(百万円) 

構成比 
(％) 

金 額 
(百万円) 

構成比 
(％) 

金 額 
(百万円) 

増減率 
(％) 

カラーテレビ 46,498 13.6 51,767 14.4 5,269 11.3 

ビデオ及び関連商品 21,691 6.4 23,747 6.6 2,056 9.5 

オーディオ及び関連商品 9,684 2.8 9,790 2.7 106 1.1 

冷蔵庫 13,937 4.1 15,986 4.5 2,049 14.7 

洗濯機・クリーナー 17,761 5.2 19,433 5.4 1,672 9.4 

電子レンジ・調理器具 12,458 3.7 14,225 4.0 1,766 14.2 

理美容・健康器具 10,271 3.0 10,197 2.8 △74 △0.7 

照明器具 2,848 0.8 3,016 0.8 168 5.9 

エアコン 19,617 5.8 22,813 6.3 3,195 16.3 

暖房機 4,368 1.3 4,433 1.2 65 1.5 

その他 18,792 5.5 21,751 6.1 2,958 15.7 

家 
 
 
 
 
 
電 

小    計 177,930 52.2 197,163 54.8 19,232 10.8 

パソコン 32,215 9.4 33,651 9.4 1,436 4.5 

パソコン周辺機器 22,801 6.7 22,469 6.2 △332 △1.5 

パソコンソフト 2,725 0.8 2,456 0.7 △269 △9.9 

パソコン関連商品 18,928 5.6 18,421 5.1 △506 △2.7 

電子文具・ワープロ 2,177 0.6 2,168 0.6 △8 △0.4 

電話機・ファクシミリ 3,045 0.9 2,928 0.8 △116 △3.8 

携帯電話・ＰＨＳ 10,549 3.1 8,403 2.3 △2,145 △20.3 

その他 3,109 0.9 3,439 1.0 329 10.6 

情 
 
報 
 
通 
 
信 

小    計 95,552 28.0 93,938 26.1 △1,613 △1.7 

音楽・映像ソフト 5,743 1.7 5,221 1.5 △522 △9.1 

ゲーム・模型・玩具・楽器 36,368 10.7 36,980 10.3 611 1.7 

時計 2,014 0.6 1,676 0.5 △337 △16.8 

修理・工事収入 11,258 3.3 11,600 3.2 342 3.0 

その他 12,130 3.5 13,120 3.6 989 8.2 

そ 
 
の 
 
他 

小    計 67,515 19.8 68,600 19.1 1,084 1.6 

 
合    計 340,998 100.0 359,701 100.0 18,702 5.5 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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５．個別財務諸表 
（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 4,374 3,082 
受取手形 1 0 
売掛金 14,418 16,708 
商品 42,024 43,807 
貯蔵品 62 37 
前渡金 92 62 
前払費用 1,431 1,404 
繰延税金資産 3,511 3,848 
関係会社短期貸付金 815 1,129 
預け金 517 610 
未収入金 2,929 2,698 
その他 924 1,000 
貸倒引当金 △6 △5 

流動資産合計 71,098 74,384 

固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 10,491 12,798 
構築物（純額） 590 798 
機械及び装置（純額） 126 115 
車両運搬具（純額） 2 2 
工具、器具及び備品（純額） 2,242 2,381 
土地 15,770 18,183 
リース資産（純額） － 148 
建設仮勘定 25 547 
有形固定資産合計 29,250 34,975 

無形固定資産   
借地権 409 494 
商標権 0 0 
ソフトウエア － 36 
リース資産 － 144 
その他 138 142 
無形固定資産合計 548 818 

投資その他の資産   
投資有価証券 2,991 2,464 
関係会社株式 2,815 2,825 
出資金 1 1 
従業員に対する長期貸付金 21 18 
関係会社長期貸付金 1,000 1,000 
長期未収入金 43 42 
長期前払費用 804 845 
繰延税金資産 430 450 
差入保証金 18,930 17,694 
長期預け金 1,238 678 
その他 108 110 
貸倒引当金 △1,100 △354 

投資その他の資産合計 27,284 25,777 

固定資産合計 57,083 61,571 

繰延資産   
社債発行費 16 28 
繰延資産合計 16 28 

資産合計 128,197 135,985 
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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) 

負債の部   
流動負債   
支払手形 1,356 1,559 
買掛金 25,043 24,431 
短期借入金 800 6,430 
関係会社短期借入金 1,950 2,490 
1年内返済予定の長期借入金 12,331 13,867 
1年内償還予定の社債 760 400 
コマーシャル・ペーパー － 3,000 
リース債務 － 62 
未払金 3,534 3,706 
未払費用 1,387 1,390 
未払事業所税 107 115 
未払法人税等 182 1,501 
未払消費税等 264 223 
前受金 2,476 2,669 
預り金 4,953 4,884 
前受収益 84 65 
賞与引当金 1,396 1,446 
ポイント引当金 4,320 4,572 
店舗閉鎖損失引当金 121 91 
転貸損失引当金 80 59 
設備関係支払手形 365 801 
その他 51 19 
流動負債合計 61,566 73,787 

固定負債   
社債 960 1,280 
長期借入金 23,039 20,960 
リース債務 － 244 
再評価に係る繰延税金負債 1,074 1,050 
退職給付引当金 501 452 
転貸損失引当金 824 505 
その他 593 798 
固定負債合計 26,993 25,292 

負債合計 88,560 99,080 
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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 15,121 15,121 
資本剰余金   
資本準備金 5,637 5,637 
その他資本剰余金 14,006 14,006 
資本剰余金合計 19,644 19,644 

利益剰余金   
その他利益剰余金   
別途積立金 13,000 13,000 
繰越利益剰余金 4,697 6,629 

利益剰余金合計 17,697 19,629 

自己株式 △1,812 △6,617 

株主資本合計 50,651 47,777 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △118 △749 
繰延ヘッジ損益 △30 － 
土地再評価差額金 △10,864 △10,123 

評価・換算差額等合計 △11,013 △10,872 

純資産合計 39,637 36,904 

負債純資産合計 128,197 135,985 
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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 330,867 349,137 
売上原価   
商品期首たな卸高 39,064 42,024 
当期商品仕入高 273,801 287,793 
合計 312,865 329,817 
他勘定振替高 93 105 
商品期末たな卸高 42,024 43,807 
売上原価合計 270,748 285,904 

売上総利益 60,119 63,233 
販売費及び一般管理費 54,744 57,046 
営業利益 5,374 6,186 
営業外収益   
受取利息 108 117 
受取配当金 46 53 
受取手数料 189 209 
受取賃貸料 97 91 
その他 67 51 
営業外収益合計 509 523 

営業外費用   
支払利息 537 615 
社債利息 23 20 
社債発行費償却 11 5 
家賃地代 16 41 
その他 114 97 
営業外費用合計 703 780 

経常利益 5,180 5,929 

特別利益   
固定資産売却益 40 － 
投資有価証券売却益 8 44 
転貸損失引当金戻入額 － 273 

特別利益合計 48 318 

特別損失   
固定資産売却損 － 58 
固定資産除却損 22 32 
投資有価証券売却損 － 7 
減損損失 149 449 
貸倒引当金繰入額 38 374 
店舗閉鎖損失引当金繰入額 157 143 
転貸損失引当金繰入額 939 － 
投資有価証券評価損 305 544 
関係会社株式評価損 1,752 － 

特別損失合計 3,365 1,610 

税引前当期純利益 1,864 4,637 

法人税、住民税及び事業税 685 1,650 
法人税等調整額 △431 △401 

法人税等合計 254 1,248 

当期純利益 1,609 3,388 
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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 15,121 15,121 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 15,121 15,121 

資本剰余金   
資本準備金   
前期末残高 5,637 5,637 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,637 5,637 

その他資本剰余金   
前期末残高 13,689 14,006 
当期変動額   
自己株式の処分 317 0 
当期変動額合計 317 0 

当期末残高 14,006 14,006 

資本剰余金合計   
前期末残高 19,327 19,644 
当期変動額   
自己株式の処分 317 0 
当期変動額合計 317 0 

当期末残高 19,644 19,644 

利益剰余金   
その他利益剰余金   
別途積立金   
前期末残高 13,000 13,000 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 13,000 13,000 

繰越利益剰余金   
前期末残高 7,184 4,697 
当期変動額   
剰余金の配当 △542 △715 
当期純利益 1,609 3,388 
土地再評価差額金の取崩 △3,553 △741 

当期変動額合計 △2,486 1,932 

当期末残高 4,697 6,629 

利益剰余金合計   
前期末残高 20,184 17,697 
当期変動額   
剰余金の配当 △542 △715 
当期純利益 1,609 3,388 
土地再評価差額金の取崩 △3,553 △741 

当期変動額合計 △2,486 1,932 

当期末残高 17,697 19,629 
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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 △1,982 △1,812 
当期変動額   
自己株式の取得 △992 △4,805 
自己株式の処分 1,163 0 

当期変動額合計 170 △4,805 

当期末残高 △1,812 △6,617 

株主資本合計   
前期末残高 52,650 50,651 
当期変動額   
剰余金の配当 △542 △715 
当期純利益 1,609 3,388 
土地再評価差額金の取崩 △3,553 △741 
自己株式の取得 △992 △4,805 
自己株式の処分 1,480 0 

当期変動額合計 △1,999 △2,873 

当期末残高 50,651 47,777 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 334 △118 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △452 △631 

当期変動額合計 △452 △631 

当期末残高 △118 △749 

繰延ヘッジ損益   
前期末残高 12 △30 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43 30 

当期変動額合計 △43 30 

当期末残高 △30 － 

土地再評価差額金   
前期末残高 △14,418 △10,864 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,553 741 
当期変動額合計 3,553 741 

当期末残高 △10,864 △10,123 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 △14,071 △11,013 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,057 140 
当期変動額合計 3,057 140 

当期末残高 △11,013 △10,872 

純資産合計   
前期末残高 38,579 39,637 
当期変動額   
剰余金の配当 △542 △715 
当期純利益 1,609 3,388 
土地再評価差額金の取崩 △3,553 △741 
自己株式の取得 △992 △4,805 
自己株式の処分 1,480 0 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,057 140 

当期変動額合計 1,058 △2,732 

当期末残高 39,637 36,904 
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（４）継続企業の前提に関する注記 

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び 

当事業年度(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。 

 

 

 ６．その他  

   役員の異動 

①代表者の異動 

  該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

  該当事項はありません。 

 

以  上 
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