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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 228,191 0.4 3,960 1.9 4,221 0.1 1,680 35.9
20年3月期 227,175 3.2 3,886 5.4 4,218 6.3 1,236 △27.2

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 36.17 ― 3.9 5.5 1.8
20年3月期 26.60 ― 2.9 5.2 1.8

（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 77,029 43,214 56.0 927.95
20年3月期 76,030 42,797 56.2 919.18

（参考） 自己資本   21年3月期  43,111百万円 20年3月期  42,717百万円

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 4,791 △1,320 △1,383 11,963
20年3月期 △3,097 △9,582 △1,350 9,875

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00 697 56.4 1.6
21年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 696 41.5 1.6
22年3月期 

（予想） ― 7.50 ― 7.50 15.00 34.5

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

117,900 3.8 1,020 △15.6 1,150 △14.4 340 19.2 7.32

通期 238,600 4.6 4,000 1.0 4,250 0.7 2,020 20.2 43.48
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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、20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」及び25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、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 52,381,447株 20年3月期 52,381,447株
② 期末自己株式数 21年3月期  5,923,049株 20年3月期  5,908,049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 178,739 △0.2 2,664 0.9 2,870 △9.3 1,204 19.8
20年3月期 179,106 2.1 2,639 63.9 3,165 34.2 1,005 71.8

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3月期 25.92 ―
20年3月期 21.62 ―

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 68,293 37,157 54.4 799.80
20年3月期 67,658 37,203 55.0 800.52

（参考） 自己資本 21年3月期  37,157百万円 20年3月期  37,203百万円

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、本資料の発表日現在における経営環境に基づくものであり、実際の業績は、様々な要因
によって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、３ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」を参照してください。 

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

91,200 3.0 500 △23.3 600 △19.8 160 3.6 3.44

通期 185,500 3.8 2,680 0.6 2,880 0.3 1,420 17.9 30.56
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① 当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、国際的な金融市場の混乱が深刻化し、世界的景気の一層の下振

れが懸念されるなか、為替・株式相場の変動が企業収益を圧迫し、輸出・生産の大幅な減少にともない雇

用環境もさらに悪化するなど、国内景気は急速に後退しつつあります。小売業界におきましても、雇用不

安や実質所得の伸び悩みなどから消費マインドの低迷が続き、業種業態を超えた価格競争の激化も相まっ

て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、当社グループは、お客様の「健康で豊かな食生活」と「健康で快適な日常生

活」の実現を目指し、お客様から支持される店づくりの為、店舗運営体制の強化などに取り組み、より質

の高いチェーンストア経営に努めてまいりました。 

＜ 事業部門別の状況 ＞ 

［小売事業］ 

 スーパーマーケット事業におきましては、当期から始まった新中期２ヶ年経営計画を強力に推し進め、

構造改革のさらなる深耕に努めるとともに、経営理念である「すこやけくの実現」を目指し、他社との差

別化策の確立に取り組んでおります。 

 商品面では、食の安全・安心、お客様の健康、ならびに商品の美味しさにこだわった当社ＰＢ商品「食

卓応援」の開発に取り組む一方、販売面では、より競争力のあるスーパーマーケットづくりのため、子会

社の㈱クックサンと共同で売場や商品構成を見直し、惣菜分類の強化に努めてまいりました。また現在、

固定客の拡大に向けた店舗サービス機能の強化に積極的に取り組んでおりますが、その一環として当社独

自のポイントシステムを持った「ing・fan（アイエヌジー・ファン）カード」の導入を下期より推進して

おります。これにより、お客様にとって当社店舗でのお買物が、より楽しくお買い得になるものと考えて

おります。当期末時点で９店舗の導入を完了いたしましたが、来期にかけて全店に導入する予定です。 

  

 商品部門別の状況は次の通りです。 

 精肉部門は、原料高騰やお客様の節約志向もあり、牛肉の売上が伸び悩んだものの、割安感のある鶏

肉・豚肉の売上が好調でした。さらに、お客様の食の安全に対する意識の高まりにより豚肉・鶏肉分類の

国産商品の構成比が上がり、また、手作り志向が高まるなかハンバーグや餃子の材料である挽肉の販売も

大きく伸長しました。加工食品部門は、お客様の多様なニーズに対応した商品の品揃えの充実をはかると

ともに、強化分類における商品構成の見直しや商品改廃を推進するなどにより売上は順調に推移しまし

た。惣菜部門である子会社の㈱クックサンは、商品の改廃や品揃えの見直しなどの取り組みが奏功し、売

上は好調に推移しました。 

 青果部門では、野菜を集客部門として位置づけて、バラ売りを増やし、値入を低く設定してよりお安く

提供するなど、果実も含めて買いやすい売場の提供に努めた結果、販売点数は伸長しましたが、販売単価

がダウンし、売上は厳しい状況で推移いたしました。鮮魚部門では、販売強化に取り組んできたオリジナ

ル商品が好調に推移しましたが、燃料費の高騰や天候不順による水揚げ高の減少、また国際的な魚の需要

増加による相場の高騰、さらに中国産食品の安全性問題などによる影響もあって売上は厳しい状況で推移

しました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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デイリー食品部門は、お客様の暮らしぶりに対応すべく、より簡便性の高い商品や旬の商品の早期展開に

努め、ベーカリーなどのオリジナル商品は好調に推移しましたが、主力品の販売単価や販売点数のダウン

もあり、売上は厳しい状況で推移しました。雑貨部門では、新型インフルエンザ対策としての衛生材料材

（マスクなど）や市場価格が落ち着いてきた家庭紙が、販売点数も伸長し好調に推移しましたが、主力品

の市場価格の下落が続いており販売点数も伸びずに売上は厳しい状況で推移しました。 

 設備投資の状況では、第３四半期までにオープンした新店２店舗のほかに、平成21年３月にスクラップ

アンドビルドとして練馬南大泉店（東京都練馬区）を新設するとともに旧店舗を閉鎖しました。また、既

存店22店舗で惣菜売場の拡大強化をはかるとともに、省力化什器を導入するなど既存店の活性化を進めて

すすめてまいりました。これらにより、期末店舗数は127店舗になりました。 

  ドラッグストアをチェーン展開している㈱ウェルパークでは、調剤部門やヘルスケア、ビューティケア

商品などの品揃えの充実に努め、１店舗の新設と８店舗の改装を実施し、販促を強化したことで順調に推

移しました。また、賃貸借契約満了にともない相模大野店を閉鎖しました。これらにより、期末店舗数は

84店舗になりました。 

［小売支援事業］ 

 デイリー食品を製造している㈱サンフードジャパンは、原材料の見直し、製造工程の見直しを進めると

ともに従業員教育に注力して効率経営に取り組んでまいりました。 

 ショッピングセンターの運営・管理、警備・清掃などを行っている㈱サビアコーポレーションは、テナ

ントの入替による活性化や業務の効率化を進めてまいりました。 

 店舗および附属設備の建設・保守管理を行っている㈱トスにおきましては、当社グループ各社に対しロ

ーコスト店舗づくりなど積極的な提案を行ってまいりました。 

これらの結果、当連結会計年度の当社グループの連結営業収益は、2,281億91百万円（前期比0.4%

増）、売上高は2,206億50百万円（同0.2%増）と増収になりました。売上総利益率が競争力向上のための

低値入政策により0.1ポイント下がり、売上総利益が600億83百万円（同0.1％減）になったものの、物流

収入の見直しによる収入の増加や人件費の削減に努めた結果、営業利益は39億60百万円（同1.9%増）、経

常利益は42億21百万円（同0.1%増）と増益になりました。なお、当期純利益は、固定資産処分損や減損損

失などの特別損失の計上が前期に比べ８億70百万円減少したこともあり、前期に比べ４億44百万円増の16

億80百万円（同35.9%増）となりました。 

 
  

（単位：百万円）

項目 前連結会計年度 当連結会計年度
前期比

増減額 増減率 (%)

 営  業   収  益 227,175 228,191 1,016 0.4

 売    上    高 220,152 220,650 498 0.2

 営  業   利  益 3,886 3,960 73 1.9

 経  常   利  益 4,218 4,221 3 0.1

 当 期 純 利 益 1,236 1,680 444 35.9

 1株当たり年間配当金(円) 15.00 15.00 － －
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 当社グループにおける各商品部門別売上高の状況は次のとおりです。 

 [通期売上高]                                  (単位：百万円） 

 
  

 [四半期毎の売上高]                               （単位：百万円） 

 
  

[設備投資] 

 
  

[当社グループの店舗数] 

期 別
前連結会計年度  当連結会計年度

増減率
（％）

  (自 平成19年４月１日
   至 平成20年３月31日）

  (自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日）

  区 分 金  額 構成比(％) 金  額 構成比(％)

商 
品 
売 
上 
高

生  鮮  食  品 126,800 57.6 126,447 57.3 △0.3

加  工  食  品 56,893 25.8 57,799 26.2 1.6

ノンフード商品 34,802 15.8 34,991 15.9 0.5

小 計 218,496 99.2 219,238 99.4 0.3

そ の 他 売 上 高 1,655 0.8 1,412 0.6 △14.7

売 上 高 合 計 220,152 100.0 220,650 100.0 0.2

     期別

第１四半期会計期間

  (自 平成20年４月 1日

    至 平成20年６月30日)

第２四半期会計期間

 (自 平成20年７月１日

   至 平成20年９月30日)

第３四半期会計期間

 (自 平成20年10月１日

   至 平成20年12月31日)

第４四半期会計期間

 (自 平成21年１月１日

   至 平成21年３月31日)

 区分 金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%)

商 
品 
売 
上 
高

生 鮮 食 品 31,360 57.4 31,665 57.3 33,385 57.0 30,036 57.6

加  工  食  品 14,286 26.1 14,502 26.2 15,320 26.2 13,689 26.3

ノンフード商品 8,644 15.8 8,786 15.9 9,460 16.2 8,099 15.5

小 計 54,291 99.3 54,954 99.4 58,167 99.4 51,825 99.4

その他売上高 377 0.7 348 0.6 353 0.6 333 0.6

売 上 高 合 計 54,668 100.0 55,302 100.0 58,520 100.0 52,159 100.0

店舗名 所在地
開店日

（平成年月日）
売場面積 
（㎡）

総投資額
(百万円)

㈱いなげや

 横浜西寺尾店 横浜市神奈川区 平成20年11月28日 1,726 509

 八王子中野店 東京都八王子市 平成20年12月12日 1,972 941

 練馬南大泉店 東京都練馬区 平成21年３月27日 1,105 444

㈱ウェルパーク  和光南一丁目店 埼玉県和光市 平成20年11月29日 1,184 81

会社名
前期末
店舗数

新設店舗数 閉鎖店舗数
当期末
店舗数

   ㈱いなげや 125 3 1 127

   ㈱ウェルパーク 84 1 1 84
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② 次期の見通し 

次期の見通しといたしましては、世界的な金融危機による国内外の景気低迷は当面継続し、不透明要因

も多く、さらに下振れリスクを伴いながら先行きに予断を許さない状況で推移していくものと思われま

す。 

 小売業を取り巻く環境においても、生活防衛意識・節約志向の高まりから個人消費は低迷し、今後も厳

しい状況で推移するものと予測されます。このような状況のもと、当社グループにおきましては、新中期

２ヶ年経営計画をさらに強力に推し進め、構造改革を深耕するとともに、お客様から支持される店づくり

や店舗運営の体質強化などに取り組み、より質の高いスーパーマーケットチェーンの実現を目指してまい

ります。 

 平成22年３月期の業績は、次のとおり予想しております。 

（単位：百万円） 

 
(注）業績予想の前提条件 

営業収益・・・ スーパーマーケット事業における既存店売上高は、景気低迷の中、業種業態を 

       超えた競争の激化もありますが、ポイントカードの全店展開による効果もあり、 

       通期で前期比0.4％増を計画しております。 

        また、ドラッグ事業における既存店売上高は、改正薬事法へ対応するととも 

       に、店舗人員の増強をはかりながら、通期で同比2.2％増を計画しております。 

        なお、新設店舗は、スーパーマーケット事業で５店舗、ドラッグ事業で９店舗 

       の計画で、これらにともない営業収益は同比4.6％増の計画です。 

営業利益・・・ 業種業態を超えた価格競争のなか、既存店の客数、買い上げ点数を増やす価格 

       政策や新設店舗の増加などもあり、売上総利益率は前期比0.4ポイント下げる計 

       画です。また、ポイントカードの全店導入に伴う管理コストの増加や新設店舗に 

       よる償却費の増加もあり、営業利益はほぼ前期並となる計画です。 

当期純利益・・ 特別損益につきましては、減損損失が大きく減少し、固定資産処分損はほぼ前 

       期並で推移すると思われますので、当期純利益は前期比３億円強の増加を計画 

       しております。 

  

項目 当連結会計年度
翌連結会計年度

（予想）

当期比

増減額 増減率 (%)

 営  業  収  益 228,191 238,600 10,408 4.6

 営  業  利  益 3,960 4,000 39 1.0

 経  常  利  益 4,221 4,250 28 0.7

 当 期 純 利 益 1,680 2,020 339 20.2

 1株当たり年間配当金(円) 15.00 15.00 － －
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[設備投資] 

 
※1 土地取得費用を含んでおります。 

※2 既存店舗とのスクラップアンドビルドによる新設店舗です。 

  

[当社グループの店舗数] 

店舗名 所在地
開店日

（平成年月日）
売場面積 
（㎡）

総投資額
(百万円)

㈱いなげや

  武蔵野関前店 東京都武蔵野市 平成21年４月22日 1,862 1,600

※2 府中浅間町店 東京都府中市 平成21年５月22日 1,550 ※1 3,100

※2 小金井本町店 東京都小金井市 上期 1,100 550

※2 未定 埼玉県川越市 下期 2,150 1,100

※2 未定 東京都稲城市 下期 950 400

㈱ウェルパーク

  横浜左近山店 横浜市旭区 平成21年４月６日 500 67

  武蔵野関前店 東京都武蔵野市 平成21年４月22日  650 27

  練馬南大泉店 東京都練馬区 平成21年５月１日  900 47

  他６店舗 東京都 ─  ─ 488

会社名
当期末
店舗数

新設店舗数 閉鎖店舗数
翌期末
店舗数

    ㈱いなげや 127 5 4 128

    ㈱ウェルパーク 84 9 0 93
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 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 

 ａ．資産、負債および純資産の状況 

 主な要因は次のとおりであります。 

（資産の部） 

 当連結会計年度末における資産合計は、前期比９億99百万円増加の770億29百万円となりました。 

 流動資産は、79百万円減少し、258億62百万円になりました。これは主に、設備投資などにともな

う手元流動性預金の減少９億11百万円、売掛金の増加１億73百万円、たな卸資産の増加４億60百万円

などによるものです。 

 固定資産は、10億79百万円増加し、511億67百万円となりました。これは主に、設備投資にともな

う有形固定資産15億67百万円、差入保証金５億28百万円がそれぞれ増加しましたが、株価の低迷等に

より投資有価証券が10億59百万円減少したことによるものです。 

（負債の部） 

 負債合計は、前期比５億82百万円増加の338億15百万円となりました。 

 流動負債は、９億２百万円減少し、248億67百万円になりました。これは主に、１年内返済予定長

期借入金が20億37百万円減少しましたが、未払金で４億56百万円、未払法人税で６億27百万円それぞ

れ増加したことによるものです。 

 固定負債は14億85百万円増加し、89億47百万円になりました。これは主に、長期借入金で13億83百

万円、リース債務で１億63百万円増加したことによるものです。 

 これらの結果、純資産は４億17百万円増加し432億14百万円となりました。また、自己資本比率は

前期に比べ0.2ポイント下がり、56.0%になりました。 

(2) 財政状態に関する分析
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 ｂ．当期の連結キャッシュ・フローの状況 

   (単位：百万円)
 

  

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は119億63百万円

となり、前期末残高に比べて20億88百万円増加しました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は47億91百万円（前期比 78億89百万円収入増加）となりました。主な

要因は、税金等調整前当期純利益33億46百万円、減価償却費28億16百万円、減損損失4億28百万円など

のプラス要因と、たな卸資産の増加額4億68百万円、法人税等の支払い10億45百万円などのマイナス要

因によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は13億20百万円（前期比 82億62百万円支出減少）となりました。これ

は主に、新設店舗および既存店改装への設備投資として有形固定資産の取得による支出38億６百万円、

差入保証金の差入による支出12億11百万円（回収による収入との相殺後純支出額３億86百万円）があっ

た一方、前期運用していた有価証券の売却による収入30億円があったことなどによるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は13億83百万円（前期比 33百万支出増加）となりました。 

これは主に、配当金の支払額６億96百万円、長期借入金の返済による支出41億円54百万円（長期借入に

よる収入との相殺後純支出額６億54百万円）などによるものです。 

  

②次期の連結キャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フローにつきましては、不確定な要素を多く含むため、重要な影響を与えると 

思われる事象の概略見通しのみを記載いたします。 

  
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 

 
  

項      目 前連結会計年度 当連結会計年度 増減額(△減)

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,097 4,791 7,889

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,582 △1,320 8,262

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,350 △1,383 △33

現金及び現金同等物の増減額 △14,031 2,088 16,119

現金及び現金同等物の期首残高 23,906 9,875 △14,031

現金及び現金同等物の期末残高 9,875 11,963 2,088

・減価償却費  ３０億円

・設備投資による支出  ５３億円

・有利子負債は、ほぼ横ばいの予定です
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）上記指標の計算式は次のとおりです。 

・自己資本率：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（年）：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

  ①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。 

②平成19年３月期の総資産および営業キャッシュ・フローは、平成19年３月期末日が金融期間休業日のた

め、翌営業日に処理をしましたが、この支払分95億35百万円を各期との実質比較を容易にするため支払済み

調整後の数値を下段（ ）に記載しております。 

③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。 

④営業キャッシュ・フローおよび利払いは、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。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。 

  

当社は、業績の状況や将来の事業展開、内部留保などを総合的に勘案しつつ、安定した配当を継続す

ることを配当政策の基本方針としております。この方針に沿って、配当性向 30%以上を基準としてより

高い利益還元を実施してまいりたいと考えております。 

当期の配当につきましては、期末配当を７円50銭とし、先の中間配当７円50銭と合わせて、１株当た

り年間15円を予定しております。 

次期の配当につきましては、中間・期末ともに７円50銭、年間で15円を予定しております。 

  

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（％） 52.0 55.2
 49.5

  (55.5)
56.2 56.0

時価ベースの自己資本比率
（％）

61.2 55.1
 49.6

  (55.7)
55.7 55.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

1.8 3.5
0.6

   (1.6)
 ─ 

  (1.3)
1.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

31.3 16.9
103.9

  (38.3)
  ─ 

  (43.9)
30.3

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、現在、以下

のようなものであると考えております。なお、文中における将来に関する事項は、本決算短信公表日現

在において当社グループが判断したものであります。 

当社グループは大規模小売店舗立地法の規制緩和を受け、積極的に店舗展開を進めていく予定であり

ますが、出店に際しては行政対応や地域環境への配慮、テナント募集等で出店計画に遅れが生ずる場合

があり、業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループに競合店の発生や周辺環境の変化等により保有する資産の時価が著しく下落した場合、

もしくは店舗の営業損益に悪化が見られ、短期的にその状況の回復が見られない場合、当該資産に減損

が発生し、業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。また、投資有価証券、関係会社株

式などについて、時価が下落もしくは投資先の業績が著しく悪化した場合にも評価損が発生する可能性

があります。 

当社グループでは、食品の安全性に日頃より十分な注意を払い、食中毒の未然防止、食品の検査体制

の充実や生産履歴の明確化（トレーサビリティ）に努めておりますが、万一食中毒の発生等でお客様に

ご迷惑をお掛けする事態が発生したり、中国産食品問題、米国産牛のＢＳＥ問題や新型インフルエンザ

のような予期せぬ事態が発生すれば、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは、多数の個人情報を保有しており、適正管理に向けた全社的な取り組みを実施してお

りますが、万一個人情報の漏洩や不正利用などの事態が生じた場合は、当社グループの社会的信用の失

墜により業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは通信ネットワークやコンピューターシステムを使用し、商品の調達や販売など多岐に

わたるオペレーションを実施しております。リスク分散のため、外部のデータ・センターに業務を委託

しておりますが、想定外の自然災害や事故等により設備に甚大な被害があった場合、業務に支障をきた

し、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは小売業を中心に事業展開を行っており、店舗、物流センターなどで自然災害・事故等

が発生した場合、営業継続に支障をきたす可能性があります。特に大規模な災害・事故で店舗が被害を

被った場合、ご来店のお客様や従業員に対する被害、建物等固定資産やたな卸資産への被害、営業停止

などで、業績および財政状態に影響を及ぼす場合があります。 

当社グループは、現在約１万２千人のパートタイマーを雇用しておりますが、内およそ１割が社会保

険適用者となっております。しかしながら今後法改正により適用対象の範囲が拡大された場合、２割ほ

どの新規適用者が発生し、これに伴う保険料負担が増加する事により、業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

(4) 事業等のリスク

①店舗展開

②固定資産の減損または評価損

③食品の安全性

④個人情報の漏洩など

⑤システムトラブルにおけるリスク

⑥自然災害・事故におけるリスク

⑦社会保険料の負担範囲の拡大
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当社グループは、当社および子会社５社で構成され、チェーンシステムによる小売事業とその他の事業

として小売事業を支援する食品製造・不動産管理・建設などの事業を展開しております。 

当社グループの事業における位置づけは、次のとおりであります。 

 
（注）子会社５社は、いずれも連結子会社であります。 

  

 事業の系統図は次のとおりです。 

  

 

（注）％表示は当社が所有する当該会社の議決権割合であります。 

  

2. 企業集団の状況

事    業    部    門 会  社  名

小 
売 
事 
業

スーパーマーケット

（生鮮食品・加工食品・日用雑貨等） （株）いなげや

（惣菜・寿司等） （株）クックサン

ドラッグストア （医薬品・化粧品・日用雑貨・加工食品等） （株）ウェルパーク

小 
売 
支 
援 
事 
業

食品製造 （豆腐・漬物等のデイリー食品） （株）サンフードジャパン

不動産管理 （ショッピングセンターの運営・管理、警備・清掃等) （株）サビアコーポレーション

建設 （店舗および附属設備の建設・保守管理） （株）トス
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 以上の２項目につきましては、平成19年３月中間決算短信（平成18年10月31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いたします。 

  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.inageya.co.jp/ 

（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 

  

当社グループは、日々厳しさを増す経営環境のなか、価値ある商品・質の高いサービスを提供し、お

客様から信頼され支持される店づくりと、さらなるローコスト経営を目指し、以下の課題に取り組んで

おります。 

＜スーパーマーケット事業＞ 

○構造改革の更なる深耕 

 ①小型・中型・大型店舗 ３タイプのＳＭ事業の確立 

 ②販売計画を軸にマネジメントサイクルの確立 

 ③人財の育成 

 ④ドミナントのＳ＆Ｂ推進 

 ⑤グループ構造改革推進 

○すこやけくの実現を目指す差別化策の確立 

 ①地域に根ざした企業風土の形成 

 ②小型・中型店舗の競争力向上 

 ③大型店舗の収益力向上 

 ④固定客拡大に向けたサービス機能強化 

 ⑤ＰＢ商品「食卓応援」の開発促進 

 ⑥ロジスティックス戦略の確立 

＜ドラッグストア事業＞ 

①改正薬事法の完全施行への対応 

  (営業時間に有資格者の常駐体制整備) 

②積極的な出店 

③ヘルス＆ビューティの強化 

④週間販売計画の簡素化・適正化と完全実施 

  

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と対処すべき課題
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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 4,779 5,263 

売掛金 997 1,170 

有価証券 7,697 6,700 

信託受益権 398 － 

たな卸資産 6,958 － 

商品及び製品 － 7,142 

仕掛品 － 6 

原材料及び貯蔵品 － 270 

繰延税金資産 1,092 1,192 

その他 4,022 4,127 

貸倒引当金 △5 △12 

流動資産合計 25,941 25,862 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） ※１ 11,176 ※１ 11,424 

土地 13,722 13,883 

リース資産（純額） － ※１ 199 

建設仮勘定 － 1,381 

その他（純額） ※１ 2,726 ※１ 2,302 

有形固定資産合計 27,624 29,192 

無形固定資産 2,948 2,884 

投資その他の資産 

投資有価証券 5,193 4,133 

長期貸付金 242 176 

繰延税金資産 1,128 1,467 

差入保証金 12,124 12,652 

その他 828 664 

貸倒引当金 △1 △3 

投資その他の資産合計 19,514 19,090 

固定資産合計 50,088 51,167 

資産合計 76,030 77,029 
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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 14,213 14,350 

1年内返済予定の長期借入金 3,877 1,840 

リース債務 － 46 

未払法人税等 785 1,413 

未払消費税等 300 203 

ポイント引当金 － 152 

その他 6,593 6,860 

流動負債合計 25,769 24,867 

固定負債 

社債 400 400 

長期借入金 3,869 5,253 

リース債務 － 163 

退職給付引当金 940 973 

その他 2,251 2,157 

固定負債合計 7,462 8,947 

負債合計 33,232 33,815 

純資産の部 

株主資本 

資本金 8,981 8,981 

資本剰余金 13,598 13,598 

利益剰余金 24,851 25,834 

自己株式 △6,087 △6,100 

株主資本合計 41,343 42,313 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,373 797 

評価・換算差額等合計 1,373 797 

少数株主持分 80 103 

純資産合計 42,797 43,214 

負債純資産合計 76,030 77,029 
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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) 

営業収益 227,175 228,191 

売上高 220,152 220,650 

売上原価 ※１ 160,008 ※１ 160,567 

売上総利益 60,143 60,083 

営業収入 7,023 7,540 

営業総利益 67,166 67,624 

販売費及び一般管理費 ※２ 63,280 ※２ 63,664 

営業利益 3,886 3,960 

営業外収益 

受取利息 204 198 

受取配当金 64 74 

固定資産受贈益 77 25 

その他 164 137 

営業外収益合計 511 435 

営業外費用 

支払利息 144 149 

その他 36 24 

営業外費用合計 180 173 

経常利益 4,218 4,221 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 22 － 

特別利益合計 22 － 

特別損失 

固定資産処分損 ※３ 304 ※３ 69 

減損損失 ※４ 1,441 ※４ 428 

たな卸資産評価損 － ※１ 144 

投資有価証券評価損 － 85 

過年度ポイント引当金繰入額 － 147 

特別損失合計 1,745 875 

税金等調整前当期純利益 2,495 3,346 

法人税、住民税及び事業税 863 1,685 

法人税等調整額 390 △43 

法人税等合計 1,254 1,642 

少数株主利益 4 23 

当期純利益 1,236 1,680 
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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 8,981 8,981 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,981 8,981 

資本剰余金 

前期末残高 13,598 13,598 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 13,598 13,598 

利益剰余金 

前期末残高 24,312 24,851 

当期変動額 

剰余金の配当 △697 △697 

当期純利益 1,236 1,680 

自己株式の処分 △0 △0 

当期変動額合計 539 983 

当期末残高 24,851 25,834 

自己株式 

前期末残高 △6,073 △6,087 

当期変動額 

自己株式の取得 △13 △16 

自己株式の処分 0 3 

当期変動額合計 △13 △13 

当期末残高 △6,087 △6,100 

株主資本合計 

前期末残高 40,817 41,343 

当期変動額 

剰余金の配当 △697 △697 

当期純利益 1,236 1,680 

自己株式の取得 △13 △16 

自己株式の処分 0 3 

当期変動額合計 525 970 

当期末残高 41,343 42,313 
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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 2,406 1,373 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,032 △576 

当期変動額合計 △1,032 △576 

当期末残高 1,373 797 

少数株主持分 

前期末残高 75 80 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 23 

当期変動額合計 4 23 

当期末残高 80 103 

純資産合計 

前期末残高 43,299 42,797 

当期変動額 

剰余金の配当 △697 △697 

当期純利益 1,236 1,680 

自己株式の取得 △13 △16 

自己株式の処分 0 3 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,027 △553 

当期変動額合計 △501 417 

当期末残高 42,797 43,214 
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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 2,495 3,346 

減価償却費 2,890 2,816 

減損損失 1,441 428 

投資有価証券評価損益（△は益） － 85 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 7 

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 152 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9 33 

受取利息及び受取配当金 △268 △272 

支払利息 144 149 

固定資産処分損益（△は益） 304 69 

売上債権の増減額（△は増加） △158 △173 

たな卸資産の増減額（△は増加） 431 △468 

仕入債務の増減額（△は減少） △8,352 136 

未払金の増減額（△は減少） △987 10 

未払費用の増減額（△は減少） 86 △54 

その他 △425 △545 

小計 △2,404 5,721 

利息及び配当金の受取額 269 273 

利息の支払額 △146 △157 

法人税等の支払額 △816 △1,045 

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,097 4,791 

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 △6,643 △3,806 

有形固定資産の売却による収入 29 － 

無形固定資産の取得による支出 △266 △259 

投資有価証券の取得による支出 △251 △1 

有価証券の取得による支出 △3,000 － 

有価証券の売却による収入 － 3,000 

貸付金の回収による収入 93 90 

差入保証金の差入による支出 △468 △1,211 

差入保証金の回収による収入 1,121 825 

その他 △196 44 

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,582 △1,320 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入れによる収入 1,550 3,500 

長期借入金の返済による支出 △2,190 △4,154 

リース債務の返済による支出 － △19 

配当金の支払額 △696 △696 

その他 △13 △13 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,350 △1,383 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,031 2,088 

現金及び現金同等物の期首残高 23,906 9,875 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 9,875 ※１ 11,963 
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(5)【継続企業の前提に関する注記】

  該当事項はございません。

(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 子会社５社すべてを連結の範囲に含め

ております。  

㈱サビアコーポレーション、 

㈱クックサン、㈱トス、㈱サンフード

ジャパン、㈱ウェルパーク

     同  左

２ 持分法の適用に関する事

項

該当事項はございません。      同  左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と同一であります。

     同  左

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

① 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの

決算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)

① 有価証券

その他有価証券

   時価のあるもの

 同  左

   時価のないもの

  移動平均法による原価法

   時価のないもの

 同  左

② たな卸資産

終仕入原価法

ただし、連結子会社の㈱ウェルパ

ーク（ドラッグストア）の商品に

ついては、売価還元低価法を採用

しております。 

② たな卸資産

終仕入原価法(収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算

定)

ただし、連結子会社の㈱ウェルパ

ーク（ドラッグストア）の商品に

ついては、売価還元低価法を採用

しております。 

───     （会計方針の変更）
 通常の販売目的で保有するたな

卸資産については、従来 終仕入

原価法による原価法によっており

ましたが、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）が適用され

たことに伴い、主として 終仕入

原価法による原価法（収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）に基づく方法に変更して

おります。 

 この結果、従来の方法と比べ当

連結会計年度の営業利益及び経常

利益が８百万円減少し税金等調整

前当期純利益が17百万円減少して

おります。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年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)

 なお、 終仕入原価として、従

来本部仕入原価を採用しておりま

したが、コンピューターシステム

の整備を契機に店別仕入原価を採

用する方法に変更いたしました。 

これは、たな卸資産の評価をより

実態に合わせて精度を高めること

で、期間損益計算をより適正にす

ることを目的に行ったものであり

ます。この変更により、当連結会

計年度の営業利益、経常利益は変

わりませんが、税金等調整前当期

純利益が134百万円減少しており

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 

  建物（建物附属設備を除く） 

  ａ平成10年３月31日以前に取得 

   したもの 

   旧定率法によっております。 

  ｂ平成10年４月１日から平成19 

   年３月31日までに取得したもの 

   旧定額法によっております。 

  ｃ平成19年４月１日以降に取得 

   したもの 

   定額法によっております。 

  建物以外 

  ａ平成19年３月31日以前に取得 

   したもの 

   旧定率法によっております。 

  ｂ平成19年４月１日以降に取得 

   したもの 

   定率法によっております。 

  なお、主な耐用年数は次のとおり 

  であります。 

  建物及び構築物    10年～34年 

  機械装置及び器具備品５年～20年 

 

① 有形固定資産（リース資産を除 

  く）

 同  左

   （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、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、従来の方法と比べ、営

業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益がそれぞれ76百万円

減少しております。

     ──────
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年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)

    （追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間で均等償却する方法

によっております。 

この結果、従来の方法と比べ、営

業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益がそれぞれ64百万円

減少しております。

    （追加情報） 

当社及び当連結子会社の機械装置

については、従来耐用年数を７年

～12年としておりましたが、当連

結会計年度より５～10年に変更し

ております。この変更は平成20年

度の税制改正を契機に耐用年数を

見直したことによるものであり、

より実態に即した耐用年数へ変更

したものであります。 

なお、これにより当連結会計年度

の損益に与える影響は軽微であり

ます。

② 無形固定資産……定額法

ただし、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における見

込利用可能期間(５年)による定額

法を採用しております。

② 無形固定資産 

      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によってお

ります。なお、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

取引のうち、リース取引開始日が

企業会計基準第13号「リース取引

に関する会計基準」の適用初年度

開始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。

    （会計方針の変更）
 所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、従来、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、これにより当連結会計年

度の損益に与える影響はありませ

ん。
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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)

(3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金

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。

① 貸倒引当金
   同 左

② 退職給付引当金

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

債務および年金資産見込額に基づ

き計上しております。 

過去勤務債務については、その発

生時の社員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（７年）による定

額法により、発生時の連結会計年

度から費用処理しております。 

数理計算上の差異については、そ

の発生時の社員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（７年）によ

る定額法により、発生時の翌連結

会計年度から費用処理しておりま

す。 

パートタイマーについては、簡便

法により内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

② 退職給付引当金 

   同  左

③     ───── ③ ポイント引当金

物販事業の販売促進及び環境保全

を目的として、顧客に付与された

ポイントの使用に備えるため、過

去の利用実績に基づき将来利用さ

れると見込まれる額を計上してお

ります。 

    （追加情報） 

 従来、販売促進を目的とするポ

イントの使用により発生する費用

については、実際に使用された時

点で売上から控除しており、ま

た、環境保全を目的とするポイン

トの使用により発生する費用につ

いては、実際に使用された時点で

販売費及び一般管理費として費用

処理しておりましたが、当連結会

計年度より将来の費用負担見込額

についてポイント引当金として計

上する方法に変更しております。
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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)

 この変更は、ポイント付与に基

づく費用の金額的重要性が高まっ

てきており、今後もポイント付与

に基づく費用が増加していくと見

込まれること及び当連結会計年度

においてポイントの将来の使用見

込額を合理的に算定できるように

なったことによるものでありま

す。 

 この結果、従来の方法と比べ、

営業利益及び経常利益が５百万円

減少しており、税金等調整前当期

純利益が152百万円減少しており

ます。

(4) 重要なリース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

      ─────

(5) 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

  金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますの

で、特例処理を採用しておりま

す。

① ヘッジ会計の方法

 同  左

② ヘッジ手段 

  金利スワップ

② ヘッジ手段

 同  左

③ ヘッジ対象 

  借入金の利息

③ ヘッジ対象

 同  左

④ ヘッジ方針

  当社の内部規定に基づき、金利変

動リスクの回避に利用しておりま

す。

④ ヘッジ方針

 同  左

(6) その他の重要な事項 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、

税抜方式によっております。

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

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。

   同  左

６ 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、要求払預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に満期または償還期限の到来す

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） （連結貸借対照表）

  平成19年９月30日施行の「金融商品取引法」(「証

券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年６月14

日 法律第65号))ならびに企業会計基準第10号「金融

商品に関する会計基準」(平成19年６月15日改正

企業会計基準委員会)及び会計制度委員会報告第14号

「金融商品会計に関する実務指針」(平成19年７月４

日改正 日本公認会計士協会)により、従来「信託受

益権」として表示しておりましたものの一部が「有価

証券」として取り扱われることとなったため、当連結

会計年度より「有価証券」に含めて表示することに変

更いたしました。また、従来「現金及び預金」に含め

て表示しておりました「譲渡性預金」についても同様

に「有価証券」に含めて表示することに変更いたしま

した。なお、当連結会計年度末において当該有価証券

に含めて表示した信託受益権は、4,200百万円(前連結

会計年度末3,000百万円)であります。また、譲渡性預

金は当連結会計年度末においてございません。(前連

結会計年度末5,800百万円) 

  財務諸表等規則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」「仕掛品」「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」「仕掛品」「原材料

及び貯蔵品」はそれぞれ6,685百万円、９百万円、264

百万円であります。 

  また、前連結会計年度において、有形固定資産の

「その他」に含めて表示しておりました「建設仮勘

定」(前連結会計年度末70百万円)については、金額的

重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記し

ております。

  

（連結損益計算書） ───

  前連結会計年度において、営業外収益の「その他」

に含めて表示しておりました「器具備品受贈益」(前

連結会計年度末32百万円)については、営業外収益の

総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より

区分掲記しております。
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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 有形固定資産の減価償却累計額 33,766百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 35,844百万円

 ２ 保証債務
   下記会社の金融機関借入金について、債務保証を

しております。

日興運輸株式会社 133百万円

 ２ 保証債務
   下記会社の金融機関借入金について、債務保証を

しております。

日興運輸株式会社 122百万円
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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 売上原価に含まれている、たな卸資産に関する低

価基準による評価減の戻入額

                      64百万円

 

※１ 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 19百万円

 特別損失 9百万円

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額

は、次のとおりであります。

  販売促進費 4,124百万円

  配送費 5,090百万円

  役員報酬及び給料手当 26,838百万円

  退職給付費用 1,310百万円

  地代家賃 9,041百万円

  水道光熱費 3,501百万円

  減価償却費 2,722百万円
 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額

は、次のとおりであります。

 販売促進費 4,123百万円

 配送費 5,269百万円

 役員報酬及び給料手当 26,673百万円

 退職給付費用 1,319百万円

 地代家賃 9,248百万円

 水道光熱費 3,811百万円

 減価償却費 2,676百万円

※３ 固定資産処分損の内訳

  建物及び構築物 116百万円

  その他 187百万円

        計 304百万円

※３ 固定資産処分損の内訳

  建物及び構築物 24百万円

  その他 44百万円

        計 69百万円

 

 

※４ 減損損失の内訳 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。

用 途 種 類 場所
減損損失
（百万円）

 店舗

 建物 

 構築物 

 その他

 東京都他 

 (34件)
1,441

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として、また賃貸不動産および

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。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗

及び環境の変化に伴い収益構造の悪化が著しい店舗等に

おける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1,441百万円を減損損失として特別損失

に計上いたしました。

その内訳は、次のとおりであります。

店舗

建物及び構築物 

その他

  995百万円 

445百万円

計 1,441百万円

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額ま

たは使用価値により測定しており、不動産については不

動産鑑定評価基準またはそれに準ずる方法等により、そ

の他の固定資産については取引事例等を勘案した合理的

な見積りにより算定しております。また、使用価値は将

来キャッシュ・フローを6.2％で割引いて算出しており

ます。

 

 

※４ 減損損失の内訳 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。

用 途 種 類 場所
減損損失
（百万円）

店舗 

工場 

他

建物
構築物 
土地 
その他

東京都他 

 (16件)
428

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として、また賃貸不動産および

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。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗

及び環境の変化に伴い収益構造の悪化が著しい店舗等に

おける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428百万円を減損損失として特別損失に

計上いたしました。

その内訳は、次のとおりであります。

店舗、工場他

建物及び構築物 

土地 

その他

242百万円 

89百万円 

97百万円

計 428百万円

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額ま

たは使用価値により測定しており、不動産については不

動産鑑定評価基準またはそれに準ずる方法等により、そ

の他の固定資産については取引事例等を勘案した合理的

な見積りにより算定しております。また、使用価値は将

来キャッシュ・フローを6.2％で割引いて算出しており

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)

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 

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 52,381,447 ─ ─ 52,381,447

合計 52,381,447 ─ ─ 52,381,447

自己株式

普通株式（注）1，2 5,893,261 14,813 25 5,908,049

合計 5,893,261 14,813 25 5,908,049

（注）１  自己株式の株式数の増加の内訳は、すべて単元未満株式の買取りによる増加であります。

   ２  自己株式の株式数の減少の内訳は、すべて単元未満株式の買増し請求による減少であります。

２ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(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 348 7.5 平成19年３月31日 平成19年６月25日

平成19年10月30日 
取締役会

普通株式 348 7.5 平成19年９月30日 平成19年12月３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25日 
  定時株主総会

普通株式 348 利益剰余金 7.5 平成20年３月31日 平成20年６月26日
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   次のとおり決議を予定しております。 

 
  

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 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 

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 52,381,447 ─ ─ 52,381,447

合計 52,381,447 ─ ─ 52,381,447

自己株式

普通株式（注）1，2 5,908,049 18,518 3,518 5,923,049

合計 5,908,049 18,518 3,518 5,923,049

（注）１  自己株式の株式数の増加の内訳は、すべて単元未満株式の買取りによる増加であります。

   ２  自己株式の株式数の減少の内訳は、すべて単元未満株式の買増し請求による減少であります。

２ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(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25日 
定時株主総会

普通株式 348 7.5 平成20年３月31日 平成20年６月26日

平成20年10月28日 
取締役会

普通株式 348 7.5 平成20年９月30日 平成20年12月１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25日 
  定時株主総会

普通株式 348 利益剰余金 7.5 平成21年３月31日 平成21年６月26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

現金及び預金 4,779百万円

有価証券 7,697百万円

信託受益権 398百万円

      計 12,875百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
有価証券

△3,000百万円

現金及び現金同等物 9,875百万円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 

   に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 5,263百万円

有価証券 6,700百万円

現金及び現金同等物 11,963百万円

(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)

 １．事業の種類別セグメント情報

 一セグメントの売上高、営業損益及び資産額が, 

 全セグメントの売上高合計、営業損益合計、資産 

 合計の90％超のため、事業の種類別セグメント情 

 報の記載を省略しております。

 １．事業の種類別セグメント情報

  同 左 

  

 

 

 ２．所在地別セグメント情報

 在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事 

 項はございません。

 ２．所在地別セグメント情報

  同 左 

 

 ３．海外売上高

 該当事項はございません。

 ３．海外売上高

  同 左
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(税効果会計関係)

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 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

   減損損失等 1,518百万円

   未払賞与等 756百万円

   未実現利益(有形固定資産) 419百万円

   退職給付引当金 388百万円

   未払事業税等 106百万円

   その他 447百万円

  繰延税金資産 小計 3,637百万円

   評価性引当額 △191百万円

  繰延税金資産 合計 3,446百万円

  繰延税金負債

     その他有価証券評価差額金 △942百万円

   固定資産圧縮積立金 △244百万円

   その他 △37百万円

  繰延税金負債 合計 △1,225百万円

  繰延税金資産の純額 2,221百万円

  (注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以 

    下の項目に含まれております。

  流動資産－繰延税金資産 1,092百万円

  固定資産－繰延税金資産 1,128百万円

 

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

 減損損失等 1,548百万円

 未払賞与等 742百万円

 未実現利益(有形固定資産) 417百万円

 退職給付引当金 404百万円

 未払事業税等 149百万円

 その他 512百万円

繰延税金資産 小計 3,774百万円

 評価性引当額 △275百万円

繰延税金資産 合計 3,498百万円

繰延税金負債

    その他有価証券評価差額金 △547百万円

 固定資産圧縮積立金 △241百万円

 その他 △50百万円

繰延税金負債 合計 △838百万円

繰延税金資産の純額 2,659百万円

  (注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以 

    下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 1,192百万円

固定資産－繰延税金資産 1,467百万円

 

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 40.7％

（調整）

住民税均等割 7.9％

評価性引当額 1.8％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 50.3％
 

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 40.7％

（調整）

住民税均等割 5.7％

評価性引当額 2.5％

その他 0.2％

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 49.1％
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前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成20年３月31日） 
  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成20年３月31日） 
  

 
  

３ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定 
  

 
  

(有価証券関係)

 

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

① 株式 2,809 5,133 2,323

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 2,809 5,133 2,323

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

① 株式 ─ ─ ─

② 債券 67 59 △7

③ その他 ─ ─ ─

小計 67 59 △7

合計 2,876 5,193 2,316

区分
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

その他有価証券

 コマーシャル・ペーパー 3,497

 信託受益権 4,200

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

① 債券

   国債・地方債等 ─ ─ ─ ─

   社債 3,497 ─ ─ ─

   その他 4,200 ─ ─ ─

② その他 ─ ─ ─ ─
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当連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日） 
  

 
（注）取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券

評価損85百万円を、特別損失に計上しております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価

額に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、40％～50％程度下落した場合には回復可能性を考慮

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 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成21年３月31日） 
  

 
  

３ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定 
  

 
  

 

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

① 株式 2,474 3,845 1,370

② 債券 6 6 ─

③ その他 ─ ─ ─

小計 2,480 3,851 1,370

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

① 株式 255 241 △13

② 債券 52 40 △12

③ その他 ─ ─ ─

小計 307 281 △26

合計 2,788 4,133 1,344

区分
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

その他有価証券

 譲渡性預金 6,700

区分
１年以内 
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

① 債券

   国債・地方債等 ─ ─ ─ ─

   社債 ─ ─ ─ ─

   その他 ─ ─ ─ ─

② その他 6,700 ─ ─ ─
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年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 採用している退職給付制度の概要

(1) 当社及び連結子会社の退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、社員について確定給付

企業年金制度及び確定拠出年金制度（日本版

401K）・退職金前払制度選択制の併用型を採用

しております。

なお、これらは平成16年６月１日付で厚生年金

基金制度からの移行であります。

パートタイマーについては、退職一時金制度を

設けております。

１ 採用している退職給付制度の概要

(1) 当社及び連結子会社の退職給付制度の概要

 同  左

(2) 退職給付制度の補足説明

                設定時期   

①退職一時金制度         昭和59年 

②確定給付企業年金制度     平成16年６月

③確定拠出年金制度(日本版401K) 平成16年６月

④退職金前払制度        平成16年６月

   ※それぞれ、①はパートタイマー、②から④は

社員が対象者であります。

なお、③と④は社員の選択制であります。

(2) 退職給付制度の補足説明

        同  左

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日現在)

(1) 退職給付債務(注)① △11,149百万円

(2) 年金資産 9,580百万円

(3) 未積立退職給付債務 △1,569百万円

(4) 未認識数理計算上の差異 1,165百万円

(5) 未認識過去勤務債務

(債務の減額)(注)②
△536百万円

(6) 退職給付引当金 △940百万円

（注）①パートタイマーに対する退職給付債務とし

て、(1)に377百万円を計上しております。

   ②退職金規定の改正に伴い過去勤務債務（債務

の減額）が発生しております。

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日現在)

(1) 退職給付債務(注)① △11,806百万円

(2) 年金資産 10,352百万円

(3) 未積立退職給付債務 △1,454百万円

(4) 未認識数理計算上の差異 852百万円

(5) 未認識過去勤務債務

(債務の減額)(注)②
△372百万円

(6) 退職給付引当金 △973百万円

（注）①パートタイマーに対する退職給付債務とし

て、(1)に354百万円を計上しております。

   ②退職金規定の改正に伴い過去勤務債務（債務

の減額）が発生しております。
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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)

 

３ 退職給付費用に関する事項

(1)勤務費用 (注)② 698百万円

(2)利息費用 205百万円

(3)期待運用収益 △88百万円

(4)数理計算上の差異の費用処理額 480百万円

(5)過去勤務債務の処理額 (注)① △322百万円

(6)退職給付費用（確定給付） 974百万円

(7)その他 (注)③ 352百万円

計 1,326百万円

(注)① 「２ 退職給付債務に関する事項」(注)① 

    に記載の過去勤務債務に係る当期の費用処 

    理額であります。 

  ② パートタイマーに対する退職給付費用とし 

    て、(1)に94百万円計上しております。 

  ③ (7)その他は確定拠出年金掛金（日本版401 

    K）および退職金前払制度支給額でありま 

    す。

 

３ 退職給付費用に関する事項

(1)勤務費用 (注)② 622百万円

(2)利息費用 215百万円

(3)期待運用収益 △95百万円

(4)数理計算上の差異の費用処理額 403百万円

(5)過去勤務債務の処理額 (注)① △169百万円

(6)退職給付費用（確定給付） 975百万円

(7)その他 (注)③ 363百万円

計 1,339百万円

(注)① 「２ 退職給付債務に関する事項」(注)① 

    に記載の過去勤務債務に係る当期の費用処 

    理額であります。 

  ② パートタイマーに対する退職給付費用とし 

    て、(1)に28百万円計上しております。 

  ③ (7)その他は確定拠出年金掛金（日本版401 

    K）および退職金前払制度支給額でありま 

    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 2.0％

(3) 期待運用収益率 1.0％

(4) 過去勤務債務の額の

処理年数

発生期より７年 

(定額法)

(5) 数理計算上の差異の

処理年数

発生の翌期より７年 

(定額法)

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
同  左

(2) 割引率 同  左

(3) 期待運用収益率 同  左

(4) 過去勤務債務の額の

処理年数
同  左

(5) 数理計算上の差異の

処理年数
同  左
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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 919円18銭

１株当たり当期純利益金額 26円60銭

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。

 

１株当たり純資産額 927円95銭

１株当たり当期純利益金額 36円17銭

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。

（注）算定上の基礎 
   
１.１株当たり純資産額 
  純資産の部の合計額             42,797百万円 
   
   純資産の部の合計額から 
  控除する金額                     80百万円 
   (うち少数株主持分）        (80百万円) 
   
    普通株式に係る期末の 
  純資産額                        42,717百万円 
   
    １株当たり純資産額の算定に 
    用いられた期末の普通株式の数    46,473,398株 
  
２.１株当たり当期純利益 
  当期純利益            1,236百万円 
   
  普通株式に係る当期純利益     1,236百万円 
   
  普通株式の期中平均株式数    46,481,495株

（注）算定上の基礎
   
１.１株当たり純資産額 
  純資産の部の合計額           43,214百万円 
   
   純資産の部の合計額から 
  控除する金額                    103百万円 
   (うち少数株主持分）         (103百万円) 
   
    普通株式に係る期末の 
  純資産額                        43,111百万円 
   
    １株当たり純資産額の算定に 
    用いられた期末の普通株式の数    46,458,398株 
  
２.１株当たり当期純利益 
  当期純利益            1,680百万円 
   
  普通株式に係る当期純利益     1,680百万円 
   
  普通株式の期中平均株式数    46,466,235株
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   該当事項はございません。 

  

   リース取引、関連当事者との取引、デリバティブ取引関係、ストック・オプション等、企業結合等に 

   関する注記事項等については、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。 

  

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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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 4,036 4,624 

売掛金 604 719 

有価証券 7,697 6,700 

信託受益権 398 － 

商品 3,635 － 

商品及び製品 － 3,935 

貯蔵品 150 － 

原材料及び貯蔵品 － 158 

前払費用 865 913 

繰延税金資産 744 792 

短期貸付金 90 66 

関係会社短期貸付金 671 1,756 

未収入金 1,751 1,821 

1年内回収予定の差入保証金 748 724 

その他 28 18 

貸倒引当金 △11 △40 

流動資産合計 21,412 22,190 

固定資産 

有形固定資産 

建物 25,387 26,744 

減価償却累計額 △16,254 △17,139 

建物（純額） 9,133 9,605 

構築物 3,394 3,403 

減価償却累計額 △2,618 △2,653 

構築物（純額） 775 749 

機械及び装置 1,650 1,739 

減価償却累計額 △1,409 △1,461 

機械及び装置（純額） 240 277 

工具、器具及び備品 10,380 10,652 

減価償却累計額 △8,559 △9,170 

工具、器具及び備品（純額） 1,820 1,482 

土地 12,738 12,972 

リース資産 － 169 

減価償却累計額 － △14 

リース資産（純額） － 155 

建設仮勘定 97 1,452 

有形固定資産合計 24,805 26,695 

無形固定資産 

借地権 89 89 

商標権 0 0 

ソフトウエア 675 635 

ソフトウエア仮勘定 46 40 

施設利用権 23 20 

無形固定資産合計 835 785 
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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 4,864 3,875 

関係会社株式 1,036 1,036 

出資金 1 1 

長期貸付金 242 176 

関係会社長期貸付金 2,670 1,080 

長期前払費用 309 271 

繰延税金資産 256 579 

差入保証金 10,825 11,372 

その他 420 249 

貸倒引当金 △23 △20 

投資その他の資産合計 20,603 18,622 

固定資産合計 46,245 46,103 

資産合計 67,658 68,293 

負債の部 

流動負債 

買掛金 9,498 9,525 

関係会社短期借入金 4,800 5,057 

1年内返済予定の長期借入金 3,510 1,630 

リース債務 － 35 

未払金 1,894 2,435 

未払費用 2,226 2,183 

未払法人税等 428 1,062 

未払消費税等 280 140 

預り金 2,416 2,327 

ポイント引当金 － 27 

流動負債合計 25,053 24,425 

固定負債 

長期借入金 3,530 4,610 

リース債務 － 127 

退職給付引当金 815 855 

長期預り保証金 852 920 

その他 203 196 

固定負債合計 5,401 6,710 

負債合計 30,455 31,136 
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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 8,981 8,981 

資本剰余金 

資本準備金 13,598 13,598 

資本剰余金合計 13,598 13,598 

利益剰余金 

利益準備金 1,544 1,544 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 356 351 

別途積立金 16,500 16,800 

繰越利益剰余金 1,011 1,223 

利益剰余金合計 19,412 19,919 

自己株式 △6,087 △6,100 

株主資本合計 35,904 36,398 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,298 758 

評価・換算差額等合計 1,298 758 

純資産合計 37,203 37,157 

負債純資産合計 67,658 68,293 
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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) 

営業収益 179,106 178,739 

売上高 170,858 169,914 

売上原価 126,140 125,895 

売上総利益 44,717 44,018 

営業収入 8,247 8,824 

営業総利益 52,965 52,843 

販売費及び一般管理費 50,325 50,178 

営業利益 2,639 2,664 

営業外収益 

受取利息 142 113 

有価証券利息 105 115 

受取配当金 341 72 

その他 135 97 

営業外収益合計 725 399 

営業外費用 

支払利息 163 161 

その他 35 31 

営業外費用合計 199 193 

経常利益 3,165 2,870 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 22 － 

特別利益合計 22 － 

特別損失 

固定資産処分損 219 63 

減損損失 1,229 170 

たな卸資産評価損 － 144 

投資有価証券評価損 － 80 

過年度ポイント引当金繰入額 － 22 

特別損失合計 1,449 480 

税引前当期純利益 1,739 2,390 

法人税、住民税及び事業税 410 1,187 

法人税等調整額 323 △1 

法人税等合計 733 1,185 

当期純利益 1,005 1,204 
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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 8,981 8,981 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,981 8,981 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 13,598 13,598 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 13,598 13,598 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 1,544 1,544 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,544 1,544 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 2 － 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △2 － 

当期変動額合計 △2 － 

当期末残高 － － 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 74 356 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の積立 287 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 △5 △4 

当期変動額合計 281 △4 

当期末残高 356 351 

固定資産圧縮特別勘定積立金 

前期末残高 287 － 

当期変動額 

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △287 － 

当期変動額合計 △287 － 

当期末残高 － － 

別途積立金 

前期末残高 16,500 16,500 

当期変動額 

別途積立金の積立 － 300 

当期変動額合計 － 300 

当期末残高 16,500 16,800 
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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) 

繰越利益剰余金 

前期末残高 695 1,011 

当期変動額 

剰余金の配当 △697 △697 

特別償却準備金の取崩 2 － 

固定資産圧縮積立金の積立 △287 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 5 4 

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 287 － 

別途積立金の積立 － △300 

当期純利益 1,005 1,204 

自己株式の処分 △0 △0 

当期変動額合計 316 211 

当期末残高 1,011 1,223 

利益剰余金合計 

前期末残高 19,104 19,412 

当期変動額 

剰余金の配当 △697 △697 

特別償却準備金の取崩 － － 

固定資産圧縮積立金の積立 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益 1,005 1,204 

自己株式の処分 △0 △0 

当期変動額合計 307 506 

当期末残高 19,412 19,919 

自己株式 

前期末残高 △6,073 △6,087 

当期変動額 

自己株式の取得 △13 △16 

自己株式の処分 0 3 

当期変動額合計 △13 △13 

当期末残高 △6,087 △6,100 

株主資本合計 

前期末残高 35,610 35,904 

当期変動額 

剰余金の配当 △697 △697 

当期純利益 1,005 1,204 

自己株式の取得 △13 △16 

自己株式の処分 0 3 

当期変動額合計 294 493 

当期末残高 35,904 36,398 
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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) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 2,235 1,298 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △937 △539 

当期変動額合計 △937 △539 

当期末残高 1,298 758 

純資産合計 

前期末残高 37,845 37,203 

当期変動額 

剰余金の配当 △697 △697 

当期純利益 1,005 1,204 

自己株式の取得 △13 △16 

自己株式の処分 0 3 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △937 △539 

当期変動額合計 △642 △45 

当期末残高 37,203 37,157 

㈱いなげや （８１８２） 平成21年３月期決算短信

―　44　―



   該当事項はございません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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①代表取締役の異動 

   ・新任代表取締役候補 

    （代表取締役）専務取締役 成瀬 直人（現 専務取締役） 

  

②その他の役員の異動 

   ・新任監査役候補 

    （非常勤）監査役 篠崎 正巳（弁護士） 

    （非常勤）監査役 松尾  徹 （公認内部監査人（ＣＩＡ）） 

    いずれも会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります 

  

   ・昇任取締役候補 

    常務取締役 木村 博尚（現 取締役商品統括本部長） 

  

   ・退任予定取締役 

    取締役 猿渡 健司（㈱トス常務取締役 就任予定） 

  

   ・退任予定監査役 

    （非常勤）監査役 井口 英一 

    （非常勤）監査役 吉野  功 

    いずれも会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります 

  

③就任予定日 

   平成21年６月25日 

  

  

  

6. その他

 役員の異動
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