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1.  22年2月期の業績（平成21年2月21日～平成22年2月20日） 

(注)営業収益は損益計算書の「売上高」及び「営業収入」の合計を記載しております。 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

22年2月期 27,570 △9.7 △774 ― △735 ― △917 ―
21年2月期 30,534 △14.9 △1,287 ― △1,208 ― △1,691 ―

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 ％ ％ ％

22年2月期 △39.57 ― △10.3 △4.6 △3.0
21年2月期 △72.95 ― △16.5 △7.1 △4.4

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  ―百万円 21年2月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年2月期 15,776 8,466 53.7 365.25
21年2月期 16,371 9,384 57.3 404.88

（参考） 自己資本   22年2月期  8,466百万円 21年2月期  9,384百万円

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

22年2月期 595 130 △390 1,884
21年2月期 △867 △141 472 1,550

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向 純資産配当
率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年2月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年2月期の業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20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）

 

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

13,700 1.8 △250 ― △250 ― △250 ― △10.79

通期 28,000 1.6 △250 ― △250 ― △300 ― △12.94

- 1 -



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

〔(注)詳細は、21ページ「重要な会計方針の変更」をご覧下さい。〕 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注)1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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） 22年2月期 23,185,983株 21年2月期 23,185,983株
② 期末自己株式数 22年2月期  7,236株 21年2月期  6,757株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲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、
実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項について
は、3ページ「1．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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当事業年度におけるわが国経済は、全国的な不況の長期化により企業収益の低迷や雇用環境の不透明

さから個人消費の低迷が続き極めて厳しい状況で推移いたしました。当社が属する小売業界におきまし

ても、デフレによる価格競争と消費者の節約志向の高まりにより、依然として経営環境は厳しい状況が

続いております。  

 このような状況の中、当社は「地域社会に愛され信頼される店作り」の経営理念を実現するために顧

客ニーズを的確に把握し、売上向上に向けた営業活動を強化するとともに、経費削減に取り組み収益の

改善に努めてまいりました。店舗面におきましては、既存店舗の活性化を図るために10店舗の改装を実

施いたしました。その内３店舗においては新規取り扱い商品としてドラッグ（大衆医薬品）の販売を開

始いたしました。その一方、不採算の２店舗を閉鎖し、当事業年度末の店舗数は52店舗となりました。

また、消費者ニーズに対応すべく「驚きの低価格・信頼の高品質」商品をコンセプトとして、毎日消費

する商品を中心とした新規商品群「マルヤ・ベストチョイス」の販売を10月より開始いたしました。こ

れらの結果、当事業年度の既存店ベースでの来店客数は、対前年比約３％増となりましたが、消費者の

節約志向及び低価格志向への高まりから来店客単価は下落傾向にあり（対前年比約５％減）収益を押し

上げるまでには至りませんでした。その他、食肉加工センターを移設し物流コストの軽減を図りまし

た。また海産加工商品の取扱いセンターを新たに稼動させ、海産加工部門の品揃えの充実及び店舗作業

の効率化を図りました。  

 以上の結果、当事業年度の業績は、営業収益（売上高及び営業収入の合計）275億7千万円（前年度

305億3千4百万円）、営業損失7億7千4百万円（前年度12億8千7百万円）、経常損失7億3千5百万円（前

年度12億8百万円）、また、特別損失として減損損失1億4千9百万円を計上するとともに、店舗閉鎖損失

引当金繰入額9千1百万円を計上した結果、当期純損失は9億1千7百万円（前年度16億9千1百万円）とな

りました。  

  

次期の見通しにつきましては、引き続き当業界におきましても、デフレによる価格競争や消費者の節

約志向及び低価格志向が続くものと思われ、厳しい環境が予想されます。  

 このような環境の中、当社は当事業年度第４四半期後半より回復基調となった既存店舗の売上高及び

客数をさらに向上させてまいります。  

 次期の業績見通しにつきましては、営業収益280億円、営業損失2億5千万円、経常損失2億5千万円、

当期純損失3億円を見込んでおります。  

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

（次期の見通し）
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（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資産、負債及び純資産の状況  

 当事業年度末の資産の残高は157億7千6百万円で、前事業年度末に比べ5億9千5百万円減少しました。

これは主に、短期建設協力金が1億4百万円減少し、有形固定資産が償却等により3億4千6百万円減少

し、長期建設協力金が2億3千万円減少したことによるものであります。  

 負債の残高は73億1千万円で、前事業年度末に比べ3億2千3百万円増加となりました。買掛金が8億5千

6百万円増加いたしましたが、借入金が3億9千万円減少したこと等により負債合計で増加しておりま

す。なお、買掛金の増加は、一部取引先との仕入債務の決済日（当事業年度末日）が金融機関の休日で

あったため、仕入債務9億2千3百万円の支払を翌期首に行ったことによるものであります。  

 純資産の残高は84億6千6百万円で、前事業年度末に比べ9億1千8百万円減少しました。 当期純損失9

億1千7百万円を計上したことによるものであります。  

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当事業年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により5億9千5百万円増加（前年同期8億6千7

百万円減少）し、投資活動により1億3千万円増加（前年同期1億4千1百万円減少）し、財務活動により3

億9千万円減少（前年同期4億7千2百万円増加）した結果、現金及び現金同等物（以下「資金」という）

は3億3千4百万円増加し、当事業年度末の残高は18億8千4百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動による資金の増加は5億9千5百万円となりました。税引前当期純損失8億8千1百万円を計上し

ておりますが、非資金費用として減価償却費3億6千2百万円と減損損失1億4千9百万円及び不動産賃借料

の相殺による支払2億8百万円があったこと及び仕入債務の内、9億2千3百万円の決済日が翌期となった

ことによるものであります。なお当事業年度末日に当該仕入債務の支払を行っていた場合の営業活動に

よるキャッシュ・フローを算出すると3億2千8百万円のマイナスとなります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動による資金の増加は1億3千万円となりました。これは10店舗の改装を含め有形固定資産の取

得に2億5百万円を支出いたしましたが、投資有価証券の売却による収入が1億4千2百万円、建設協力金

の回収が1億3千5百万円あったこと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）  

 財務活動による資金の減少は3億9千万円となりました。これは借入金を5億9千万円返済する一方、新

たに取引金融機関から2億円の融資を受けたことによるものであります。  

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成18年2月期 平成19年2月期 平成20年2月期 平成21年2月期 平成22年2月期

自己資本比率（％） 72.9 63.6 62.4 57.3 53.7

時価ベースの自己資本比率
(％)

60.1 43.1 26.3 14.6 16.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

― ― ― ― ―
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各指標は下記の基準で計算しております。  

イ. 自己資本比率＝自己資本÷総資産  

ロ. 時価ベース自己資本比率＝株式時価総額÷総資産  

ハ. 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  

ニ. 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  

  

※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）によります。  

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、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、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。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息額を使用しております。  

※平成22年2月期の「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」「インタレスト・カバレッジ・レシオ」は

(2)財政状態に関する分析に記載のとおり営業キャッシュ・フローが実質マイナスのため計算しておりま

せん。  

  

  

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営政策の一つとして認識しており、今後の事業展開

及び財務体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を継続していくことを基本方針とし

ております。  

 当期の配当につきましては、現況の厳しい業績等を検討した結果、誠に遺憾ながら無配とさせて頂く

予定でございます。  

 また、次期の配当につきましても、無配とさせて頂く予定であります。今後、早期に財務体質及び経

営基盤の健全化を図り、ご期待に沿うべく業績の向上及び復配できるよう目指してまいります。  

  

  

文中の将来に関する事項は、本決算短信提出日現在において当社が判断したものであります。  

当事業年度において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの異常な変動等（＊）または、前事

業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

  

（＊）一部取引先との仕入債務の決済日（当事業年度末日）が金融機関の休日であったため、仕入債務

の内9億2千3百万円の支払を翌期首に行っております。この結果、当事業年度末の「現金及び預金」

「買掛金」「営業活動によるキャッシュ・フロー」が同額増加しております。  

  

当社は、平成19年2月期（第45期）以降営業損失を、また平成18年2月期（第44期）以降営業活動によ

るキャッシュ・フローのマイナスを計上し、当事業年度においても営業損失7億7千4百万円を計上して

おります。また営業活動によるキャッシュ・フローは5億9千5百万円のプラスとなりましたが、一部取

引先との仕入債務の決済日（当事業年度末日）が金融機関の休日であったため、仕入債務の内9億2千3

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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百万円の支払を翌期首に行ったことによるものであり実質3億2千8百万円のマイナスを計上しており

ます。当該状況により当社には、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせ

るような状況が存在しております。  

 当社は当該状況を解消すべく、「３.経営方針」に記載の諸施策を実施しております。  

  

  

近の有価証券報告書（平成21年５月14日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更はありません。 

2. 企業集団の状況
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当社は「地域社会に愛され、信頼される店作りを基本理念として安全で価値ある商品を適正な価格で

提供することにより社会貢献し私達の豊かな日常生活を実現するため多様化するお客様ニーズにお応え

すること、地域に密着したきめ細やかな商品サービスを提供することを基本方針にしております。 

当社は、地域社会の発展に貢献し、お客様・株主様からの信頼、期待にお応えすべく安定的な利益を

確保できるよう邁進してまいります。 

当社は、今後発展するために、お客様ニーズに合った売り場の見直し、品揃えの充実、さらに手頃な

価格設定を行い既存店舗の収益力強化を進めてまいります。 

基本方針 

 今後も引き続き多様化するお客様ニーズにお応えすること及び地域に密着したきめ細かなサービスを

提供することを基本方針としてまいります。また、中長期的には、不採算店舗の改善を積極的に実施す

ることによる既存店舗の販売力の強化を図る一方、コスト管理体制を強化することによってコスト削減

を図ります。こうした販売面や費用面における一連の強化策の実効性を確保するために社内の管理体制

を強化することで、収益の改善、向上を確保できる体制を構築してまいります。 

  

具体的な内容  

 上記、基本方針に基づき以下に掲げる対策を着実に実行することにより、業績の改善スピードをあげ

てまいります。  

① 新規商品群「マルヤベストチョイス」の充実  

 消費者ニーズに対応すべく「驚きの低価格、信頼の高品質」商品を国内メーカーとのタイアップによ

り新規商品群「マルヤベストチョイス」を拡大してまいります。「マルヤベストチョイス」は毎日消費

する商品を中心に順次品目を拡大し、新たな客層を取り込み、対前年比プラスで推移している来店客数

のさらなるアップ及び来店客単価の改善を図ってまいります。  

② 荒利の改善  

 お客様ニーズにあった売り場作りや、商品政策を実行していく過程において、取扱い商品構成の見直

し、ロスの削減、高値入の新規商品の開発等により荒利率の改善を図ってまいります。  

③ コスト構造の改善  

 既存店舗の損益状況を踏まえ、店舗運営を継続するか否かを機動的に判断し、不採算店舗について

は、早急に改善策を講じる等の対策を迅速に行ってまいります。  

一方、コスト削減のみに注力するのではなく、費用対効果を検討し、効果が見込めるものについては積

極的に投資を行い収益改善に結びつけてまいります。  

④ 人材の育成  

 当社の経営理念であります「地域社会に愛され、信頼される店作り」を実現させ、食の安全・安心の

提供、充実した商品の品揃え等、お客様の満足度を高めるためには、直接お客様と接する社員の知識、

技術及び接客等を向上させることが大切であります。そのためには積極的な社員の教育、研修等を実施

し、顧客サービスの向上を図ってまいります。  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年２月20日)

当事業年度
(平成22年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,580,142 1,914,710

売掛金 4,856 4,215

商品 1,088,746 1,010,532

貯蔵品 8,599 8,923

前払費用 104,134 96,912

短期貸付金 467 44

未収入金 148,025 54,629

短期建設協力金 383,078 278,943

立替金 1,553 1,288

貸倒引当金 △1,136 △375

流動資産合計 3,318,468 3,369,824

固定資産

有形固定資産

建物 10,298,200 10,282,236

減価償却累計額 △6,619,811 △6,851,653

建物（純額） 3,678,388 3,430,582

構築物 1,706,083 1,704,066

減価償却累計額 △1,521,417 △1,551,048

構築物（純額） 184,666 153,017

車両運搬具 52,247 58,251

減価償却累計額 △45,245 △48,391

車両運搬具（純額） 7,001 9,859

工具、器具及び備品 2,278,452 2,122,255

減価償却累計額 △2,022,014 △1,935,886

工具、器具及び備品（純額） 256,438 186,369

土地 3,954,505 3,954,505

有形固定資産合計 8,081,000 7,734,334

無形固定資産

借地権 189,172 184,172

その他 19,044 7,967

無形固定資産合計 208,216 192,139
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年２月20日)

当事業年度
(平成22年２月20日)

投資その他の資産

投資有価証券 153,138 56,000

関係会社株式 108,749 158,749

出資金 275 275

長期貸付金 46,840 －

関係会社長期貸付金 － 48,150

従業員に対する長期貸付金 44 －

長期前払費用 177,555 190,854

敷金及び保証金 2,002,334 1,928,301

建設協力金 2,270,473 2,040,100

その他 103,867 102,761

貸倒引当金 △99,001 △44,922

投資その他の資産合計 4,764,277 4,480,269

固定資産合計 13,053,494 12,406,743

資産合計 16,371,963 15,776,568

負債の部

流動負債

買掛金 919,640 1,776,568

短期借入金 3,116,668 2,802,000

1年内返済予定の長期借入金 246,000 258,200

未払金 750,218 648,049

未払費用 48,920 41,703

未払法人税等 61,762 51,149

預り金 1 50

前受収益 22,000 21,367

賞与引当金 72,600 30,000

店舗閉鎖損失引当金 391,970 347,856

その他 46,487 92,184

流動負債合計 5,676,269 6,069,129

固定負債

長期借入金 444,000 355,650

退職給付引当金 352,519 309,685

長期預り保証金 469,184 458,635

繰延税金負債 1,005 －

その他 44,275 117,366

固定負債合計 1,310,984 1,241,338

負債合計 6,987,253 7,310,467
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年２月20日)

当事業年度
(平成22年２月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,976,635 4,976,635

資本剰余金

資本準備金 5,625,560 5,625,560

資本剰余金合計 5,625,560 5,625,560

利益剰余金

利益準備金 303,593 303,593

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,518,103 △2,435,178

利益剰余金合計 △1,214,510 △2,131,585

自己株式 △4,458 △4,508

株主資本合計 9,383,226 8,466,101

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,482 －

評価・換算差額等合計 1,482 －

純資産合計 9,384,709 8,466,101

負債純資産合計 16,371,963 15,776,568
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

売上高 29,059,906 26,119,242

売上原価

商品期首たな卸高 1,163,247 1,088,746

当期商品仕入高 22,837,428 20,619,400

合計 24,000,676 21,708,146

商品期末たな卸高 1,088,746 1,010,532

売上原価合計 22,911,930 20,697,613

売上総利益 6,147,976 5,421,628

営業収入

不動産賃貸収入 686,206 745,782

運送雑収 332,850 289,907

その他の事業収入 413,886 359,977

その他 41,991 55,126

営業収入合計 1,474,934 1,450,794

営業総利益 7,622,910 6,872,422

販売費及び一般管理費

包装費 184,121 169,292

配送費 123,158 99,232

広告宣伝費 341,911 273,203

貸倒引当金繰入額 6,192 －

役員報酬 80,535 75,525

従業員給料及び賞与 3,240,289 2,786,694

法定福利及び厚生費 477,276 369,594

賞与引当金繰入額 72,600 30,000

退職給付費用 38,069 42,424

賃借料 8,098 1,014

不動産賃借料 1,929,553 1,742,983

減価償却費 338,224 362,674

水道光熱費 859,451 668,279

その他 1,211,232 1,025,757

販売費及び一般管理費合計 8,910,715 7,646,676

営業損失（△） △1,287,805 △774,253
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

営業外収益

受取利息 66,185 55,951

受取配当金 2,429 1,849

物品売却益 29,183 27,078

雑収入 25,377 29,505

営業外収益合計 123,175 114,384

営業外費用

支払利息 40,718 67,896

雑損失 3,570 8,138

営業外費用合計 44,289 76,035

経常損失（△） △1,208,919 △735,904

特別利益

投資有価証券売却益 － 64,854

固定資産売却益 20,846 －

貸倒引当金戻入額 － 54,839

受取補償金 － 8,000

退店違約金受入益 8,360 －

その他 2,693 －

特別利益合計 31,899 127,694

特別損失

固定資産除売却損 39,290 －

減損損失 185,695 149,872

店舗閉鎖損失 68,639 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 128,761 91,000

その他 53,604 31,993

特別損失合計 475,991 272,865

税引前当期純損失（△） △1,653,011 △881,075

法人税、住民税及び事業税 38,000 36,000

法人税等合計 38,000 36,000

当期純損失（△） △1,691,011 △917,075
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

株主資本

資本金

前期末残高 4,976,635 4,976,635

当期末残高 4,976,635 4,976,635

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 5,625,560 5,625,560

当期末残高 5,625,560 5,625,560

資本剰余金合計

前期末残高 5,625,560 5,625,560

当期末残高 5,625,560 5,625,560

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 303,593 303,593

当期末残高 303,593 303,593

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 2,900,000 －

当期変動額

別途積立金の取崩 △2,900,000 －

当期変動額合計 △2,900,000 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金

前期末残高 △2,727,091 △1,518,103

当期変動額

当期純損失（△） △1,691,011 △917,075

別途積立金の取崩 2,900,000 －

当期変動額合計 1,208,988 △917,075

当期末残高 △1,518,103 △2,435,178

利益剰余金合計

前期末残高 476,501 △1,214,510

当期変動額

当期純損失（△） △1,691,011 △917,075

別途積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △1,691,011 △917,075

当期末残高 △1,214,510 △2,131,585

自己株式

前期末残高 △4,330 △4,458

当期変動額

自己株式の取得 △127 △49

当期変動額合計 △127 △49

当期末残高 △4,458 △4,508
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

株主資本合計

前期末残高 11,074,365 9,383,226

当期変動額

当期純損失（△） △1,691,011 △917,075

自己株式の取得 △127 △49

当期変動額合計 △1,691,139 △917,125

当期末残高 9,383,226 8,466,101

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △8,609 1,482

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

10,092 △1,482

当期変動額合計 10,092 △1,482

当期末残高 1,482 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △8,609 1,482

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

10,092 △1,482

当期変動額合計 10,092 △1,482

当期末残高 1,482 －

純資産合計

前期末残高 11,065,755 9,384,709

当期変動額

当期純損失（△） △1,691,011 △917,075

自己株式の取得 △127 △49

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10,092 △1,482

当期変動額合計 △1,681,046 △918,607

当期末残高 9,384,709 8,466,101
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△） △1,653,011 △881,075

減価償却費 338,224 362,674

減損損失 185,695 149,872

不動産賃借料相殺額 301,125 208,078

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,873 △42,600

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) 69,970 4,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） △59,150 △42,833

受取利息及び受取配当金 △68,614 △57,800

支払利息 40,718 67,896

有形固定資産除売却損益（△は益） 27,574 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 40,157 △54,839

投資有価証券売却損益（△は益） － △47,822

投資有価証券評価損益（△は益） 17,156 －

退店違約金受入益 △8,360 －

店舗譲渡による収入 △20,846 －

たな卸資産の増減額（△は増加） 76,675 77,889

仕入債務の増減額（△は減少） △91,858 856,927

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,011 130,119

未収入金の増減額（△は増加） △5,934 11,610

未払費用の増減額（△は減少） 18,963 △7,216

未払金の増減額（△は減少） △45,768 △48,175

その他 50,680 △8,602

小計 △845,485 678,401

利息及び配当金の受取額 28,862 17,656

利息の支払額 △45,294 △65,277

預り保証金の増減額（△は減少） 34,181 1,761

法人税等の支払額 △39,275 △37,508

営業活動によるキャッシュ・フロー △867,010 595,033

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 △504,995 △205,388

有形固定資産の売却による収入 34,050 1,888

投資有価証券の売却による収入 1,877 142,472

関係会社株式の取得による支出 － △50,000

長期貸付金の回収による収入 41,000 10,895

長期貸付けによる支出 △74,000 △13,000

建設協力金の支払による支出 △3,280 －

建設協力金の回収による収入 307,738 135,311

長期預り建設協力金の受入収入 － 90,000

その他 55,640 18,272

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,968 130,452
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20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） 901,668 △314,668

長期借入れによる収入 400,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △829,000 △276,150

自己株式の取得による支出 △127 △49

配当金の支払額 △92 △49

財務活動によるキャッシュ・フロー 472,447 △390,917

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △536,531 334,567

現金及び現金同等物の期首残高 2,086,674 1,550,142

現金及び現金同等物の期末残高 1,550,142 1,884,710
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(5)【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度
(自 平成20年2月21日
至 平成21年2月20日)

当事業年度
(自 平成21年2月21日
至 平成22年2月20日)

 当社は、平成21年2月期（第4７期）における営業損益
の黒字化を目標として小売市場の環境変化に対応した店
舗改装、不採算店舗の改善およびコスト管理体制の強化
等を積極的に行ってまいりました。実施した施策に一定
の効果は見られるものの当事業年度において営業損失
1,287,805千円、当期純損失1,691,011千円、また営業活
動によるキャッシュ・フローは、マイナス867,010千円を
計上することとなりました。 
 この結果、多額の営業損失を第45期より連続して計上
することとなりました。また多額な当期純損失ならびに
営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを第44期
より連続して計上することになりました。このような状
況により当社は継続企業の前提に関する重要な疑義が存
在しております。 
 当社は、こうした状況を解消すべく新事業計画を策定
し、既存店舗の販売力、収益力強化に取り組むとともに
コスト構造の改善をさらに進めてまいります。また今後
も多様化するお客様ニーズにお応えすること、および地
域に密着したきめ細かなサービスを提供してまいりま
す。 
 新事業計画では、以下に掲げる施策を着実に実行する
ことにより、業績の改善スピードを上げてまいります。 
  
（1） 荒利の改善 
 第47期は、既存店舗のうち32店舗を改装して売場改善
を行うとともに、改善された売場を維持することでお客
様の満足度を高める努力をしてまいりました。今後はお
客様本意の売場作りや商品政策を実施していく過程にお
いて、各取扱い商品群ごとの値入率の見直し、各種ロス
の削減、仕入条件の見直し等を行い荒利率の改善を行っ
てまいります。 
  
（2） コスト構造の改善 
 既存店舗ごとの損益状況を踏まえ、将来的な収益力の
改善につき再検証を行い、その結果として、第47期に不
採算店舗の閉鎖および一部地域からの撤退等で11店舗を
閉鎖し、収益の改善を図りました。今後も店舗ごとの損
益状況等の管理徹底やコスト削減に注力してまいりま
す。さらに店舗運営を継続するか否かを機動的に判断
し、不採算店舗については早急に改善策を講じてまいり
ます。 
 一方、コスト削減のみに注力するのではなく費用対効
果を検討し、効果が見込めるものについては積極的に投
資を行い収益改善に結びつけてまいります。 
 なお、精肉部門の品揃え等の改善とローコストオペレ
ーションの一環として第47期下期より立ち上げたマルヤ
ミートセンターにつきましては、その効果が現れてまい
りましたので、現在の19店舗から対象店舗を拡大して、
さらに店舗オペレーションの効率化を進めてまいりま
す。 
  
（3） 人材の育成 
 当社の経営理念であります「地域社会に愛され信頼さ
れる店作り」を実現させ、食の安全・安心の提供、充実
した商品の品揃え等、お客様の満足度を高めるためには
直接、お客様に接する社員の知識、技術および接客等を
向上させることが大切であります。そのために継続的な
社員の教育、研修等を実施し顧客サービスの向上を図っ
てまいります。 
  
（4） 財務面について 
 財務面については、平成21年2月に取引金融機関より10
億円の融資を受け財務基盤の安定化を図りました。今後
は新事業年度における改装を含めた営業活動に邁進して
まいります。 
  
 財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、
このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお
りません。 
 

当社は、平成19年2月期（第45期）以降営業損失を、ま
た平成18年2月期（第44期）以降営業活動によるキャッシ
ュ・フローのマイナスを計上し、当事業年度においても
営業損失7億7千4百万円、当期純損失9億1千7百万円を計
上しております。また営業活動によるキャッシュ・フロ
ーは5億9千5百万円のプラスとなりましたが、一部取引先
との仕入債務の決済日（当事業年度末日）が金融機関の
休日であったため、仕入債務の内9億2千3百万円の支払を
翌期首に行っていることにより実質3億2千8百万円のマイ
ナスを計上しております。当該状況により当社には、将
来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義
を生じさせるような状況が存在しております。  
 当社は、こうした状況を解消すべく期初の事業計画を
見直し、新規商品群の充実、荒利の改善、コスト構造の
改善、人材の育成に取り組んでおります。また、財務面
につきましては、第２四半期会計期間に長期借入金２億
円の追加融資を受ける他、当社グループを除く投資有価
証券の売却を行い財務基盤の安定を図りました。今後営
業活動によるキャッシュ・フローの改善が計画に対し遅
延すると判断した場合には、固定資産の処分を含めた施
策も講じてまいります。  
 しかしながら、こうした取り組みは実施途上であり、
現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められます。  
 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継
続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財務諸表
には反映しておりません。  
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(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法）

(1) 満期保有目的の債券 

  同左

(2) 関連会社株式 

  移動平均法による原価法

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

  同左

(3) その他有価証券

 ①時価のあるもの

  決算末日の市場価格等に基づく時

価法

  (評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定)

(3) その他有価証券

 ①時価のあるもの

  同左

 ②時価のないもの 

  移動平均法による原価法

 ②時価のないもの 

  同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品 

  

 ａ 生鮮食品 

   終仕入原価法 

  

 

 ｂ その他の商品  

   売価還元原価法 

 

(1) 商品 

  

a 生鮮食品  

   終仕入原価法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）  

ｂ その他の商品  

  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基

づく簿価切下げの方法により算定）  

 

(2) 貯蔵品 

  終仕入原価法

(2) 貯蔵品 

  同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産 

 定率法  

 ただし、建物(建物付属設備を除く)

については定額法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物      １０年～３９年 

  構築物      １０年～２０年 

  器具備品      ３年～１５年 

（追加情報）  

 平成19年度の法人税法の改正に伴

い、平成19年3月31日以前に取得した

資産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により取

得価額の5％に到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価額の5％相当額

と備忘価額との差額を5年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。 

 なお、この変更により営業損失、経

常損失、税引前当期純損失はそれぞれ

14,119千円増加しております。

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く） 

 定率法  

 ただし、建物(建物付属設備を除く)

については定額法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物       １０年～３９年 

  構築物      １０年～２０年 

  器具備品      ３年～１５年
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項目
前事業年度

(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

３ 固定資産の減価償却の方

法

(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

利用可能期間(５年)に基づく定額

法

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く） 

  同左

(3)    ― (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

額をゼロとして算定する定額法によっ

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21年2月20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。 

 

(4) 長期前払費用 

  定額法

(4) 長期前払費用 

  同左

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

      債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(1) 貸倒引当金

   同左

(2) 賞与引当金

      従業員の賞与の支給に備えるた

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）店舗閉鎖損失引当金

   店舗閉店に伴い発生する損失に

備えるため、閉店又は転貸を決定

した店舗について、今後発生する

と見込まれる損失額を計上してお

ります。

(3）店舗閉鎖損失引当金

  同左

(4) 退職給付引当金

      従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、

当期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。

 また、数理計算上の差異は、各

事業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(５年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとして

おります。

 なお、過去勤務債務は発生時に

全額費用処理しております。

(4) 退職給付引当金

  同左
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項目
前事業年度

(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

  ―

６ 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。

   同左

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

  消費税等の会計処理方法

 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方法 

   同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

― (1)たな卸資産の評価に関する会計基準の適用  
 当事業年度より「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）を適
用しております。  
 なお、この変更による当事業年度の営業損失、経
常損失、および税引前当期純損失に与える影響は軽
微であります。  
  
(2)リース取引に関する会計基準の適用   
 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、「リース取引に関する会計
基準」(企業会計審議会第一部会 平成５年６月17日 

終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及
び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(日
本公認会計士協会 会計制度委員会 平成６年１月18
日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指
針第16号)を当事業年度から適用し、通常の売買取
引に係る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21年2月20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。 
 これによる損益に与える影響はありません。  
 

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

──────────── （キャッシュ・フロー計算書）
当事業年度において営業活動によるキャッシュ・フ
ローの「投資有価証券売却損益」は、重要性が増し
たため、区分掲記することに変更しました。なお前
事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローの
「その他」には投資有価証券売却損1,708千円が含
まれております。
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度           
（平成21年2月20日）

当事業年度           
（平成22年2月20日）

※１ 担保資産 ※１ 担保資産

   担保提供資産   担保提供資産

建物 471,996千円 建物 590,908千円

構築物 14,060千円 構築物 15,107千円

土地 1,761,001千円 土地 2,036,259千円

合計 2,247,058千円 合計 2,642,276千円

  上記に対応する債務額  上記に対応する債務額

短期借入金 700,000千円 短期借入金 1,452,150千円

長期借入金 300,000千円 長期借入金 409,850千円

（1年内返済予定額を含む） （1年内返済予定額を含む）

合計 1,000,000千円 合計 1,862,000千円

※２ 当事業年度末が金融機関の休日であったため、
債務の一部について期末日期日のものが当事業年度末
残高に含まれております。その主なものは、次のとお
りであります。

買掛金          923,640千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

 

※１ 固定資産除売却損の内訳

建物 18,265千円

構築物 2,100千円

器具備品 4,527千円

土地 2,671千円

その他 11,725千円

  計 39,290千円
 

※１         ―

 

※２ 減損損失
 当社は、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。

  (1)減損損失を認識した資産グループの概要

用途 種類 場所 金額

事業用資産 建物等
 埼玉県、  
千葉県

185,695千円

 

※２ 減損損失
当社は、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。

 (1)減損損失を認識した資産グループの概要

用途 種類 場所 金額

事業用資産 建物等 埼玉県 149,872千円

 

 (2)減損損失の内訳

種類 金額

建物 175,259千円

構築物 1,928千円

器具備品 8,507千円

合計 185,695千円

 

 (2)減損損失の内訳

種類 金額

建物 123,581千円

構築物 4,709千円

器具備品 7,999千円
その他

（無形固定資産） 13,581千円

合計 149,872千円

 当社は、管理会計上の区分を基礎にグルーピングを行
っておりますが、現在未稼働で今後も事業の用に供する
予定のないものについては遊休資産としてグルーピング
しております。 
 事業用資産のうち収益性が低下している資産グループ
について、減損の要否を検討し、帳簿価額を回収可能価
額まで減額し減損損失を計上しております。  
 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、正味売却価額は不動産鑑定評価基
準に基づく不動産鑑定士による評価額、または路線価に
合理的な調整をした価額を基準としております。  
 

当社は、管理会計上の区分を基礎にグルーピングを行
っておりますが、現在未稼働で今後も事業の用に供する
予定のないものについては遊休資産としてグルーピング
しております。  
 事業用資産のうち収益性が低下している資産グループ
について、減損の要否を検討し、帳簿価額を回収可能価
額まで減額し減損損失を計上しております。  
 なお、回収可能価額が正味売却価額の場合、不動産鑑
定評価基準に基づく不動産鑑定士による評価額、または
路線価に合理的に調整をした価額を基準としておりま
す。 
 また、回収可能価額が使用価値の場合、将来キャッシ
ュ・フローを5％で割り引いて算定しております。 
 

- 23 -

株式会社マルヤ(9975)　平成22年２月期　決算短信（非連結）



前事業年度(自 平成20年２月21日 至 平成21年２月20日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 812株は、全て単元未満株式の買取によるものであります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 該当事項はありません。 

  

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

 該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成21年２月21日 至 平成22年２月20日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加479株は、全て単元未満株式の買取によるものであります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 該当事項はありません。 

  

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

 該当事項はありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 23,185,983 ─ ─ 23,185,983

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 5,945 812 ─ 6,757

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 23,185,983 ─ ─ 23,185,983

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 6,757 479 ― 7,236
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲 

   記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,580,142千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金等

△30,000千円

現金及び現金同等物の期末残高 1,550,142千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲 

   記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,914,710千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金等

△30,000千円

現金及び現金同等物の期末残高 1,884,710千円
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(注)  当事業年度において、2銘柄減損処理（17,156千円）を行っており、取得原価は減損処理後の帳簿価額となっ

ております。  

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

い、３０％以上５０％未満下落した場合には、時価の回復可能性を考慮して必要と認めた額について減損処理

を行なうこととしております。 

  

(2) 当事業年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

  

  

 
  

  

 
  

(有価証券関係)

前事業年度(平成21年２月20日)

(1) その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額 
(千円)

差額
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

(1)株式 32,156 45,570 13,413

(2)債券 ─ ─ ─

(3)その他 ─ ─ ─

小計 32,156 45,570 13,413

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

(1)株式 53,493 42,567 △10,925

(2)債券 ─ ─ ─

(3)その他 ─ ─ ─

小計 53,493 42,567 △10,925

合計 85,650 88,138 2,488

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

1,877 ─ 1,708

(3) 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

区分 貸借対照表計上額(千円)

（1）満期保有目的の債券 
   私募債

50,000

（2）その他有価証券 
   非上場株式

15,000

（3）関連会社株式 108,749

合計 173,749

(4) 満期保有目的の債券の貸借対照日後における償還予定額

区分
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

(1)債券

  私募債 ─ 50,000

合計 ─ 50,000
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(1) 当事業年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

  

  

 
  

  

 
  
  

利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。 

  

利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。 

  

当事業年度(平成22年２月20日)

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

142,472 64,854 17,032

(2) 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

区分 貸借対照表計上額(千円)

（1）満期保有目的の債券 
   私募債

50,000

（2）その他有価証券 
   非上場株式

6,000

（3）子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式
   関連会社株式

50,000
108,749

合計 214,749

(3) 満期保有目的の債券の貸借対照日後における償還予定額

区分
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

(1)債券

  私募債 ― 50,000

合計 ― 50,000

(持分法損益等)

前事業年度(自平成20年２月21日 至平成21年２月20日)

当事業年度(自平成21年２月21日 至平成22年２月20日)
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（注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

      

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

１株当たり純資産額 404円 88銭 １株当たり純資産額 365円 25銭

１株当たり当期純損失 72円 95銭 １株当たり当期純損失 39円 57銭

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

前事業年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

当期純損失（千円） 1,691,011 917,075

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ―

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,691,011 917,075

期中平均株式数（千株） 23,180 23,179
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(開示の省略） 

 リース取引、デリバティブ取引、関連当事者情報、税効果会計、退職給付、ストック・オプション等、企

業結合等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

示を省略いたします。 

 なお、当該注記事項に関しては、平成22年５月13日提出予定の有価証券報告書に記載を予定しており、

『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』(EDINET)でご覧いただ

くことができます。 

(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

該当事項はありません。 

  

 

同左 
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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  

  退任予定取締役（平成22年4月9日付予定）  

  常務取締役販売部長 岡部 明男（株式会社シティカーゴ 顧問就任予定）  

  

 該当事項はありません。 

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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