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1.  22年2月期の連結業績（平成21年2月21日～平成22年2月20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 ％

22年2月期 144,338 △2.3 2,313 26.7 2,462 31.9 636 22.5
21年2月期 147,722 1.4 1,826 64.0 1,866 74.9 519 22.0

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 19.66 ― 3.3 5.3 1.6
21年2月期 16.42 ― 2.8 3.9 1.2

（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 45,603 19,403 42.5 599.55
21年2月期 46,528 19,042 40.9 588.36

（参考） 自己資本   22年2月期  19,403百万円 21年2月期  19,042百万円

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 2,361 △628 △1,314 4,157
21年2月期 3,101 △370 △1,624 3,739

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
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ― 4.00 ― 4.00 8.00 258 48.7 1.4
22年2月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 258 40.7 1.3

23年2月期 
（予想）

― 4.00 ― 4.00 8.00 21.6

3.  23年2月期の連結業績予想（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

70,500 △3.6 1,150 25.5 1,200 15.8 600 658.4 18.54

通期 123,000 △14.8 2,650 14.6 2,700 9.6 1,200 88.7 37.08

－ 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、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。］ 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

［（注） 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。］ 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期 32,381,678株 21年2月期 32,381,678株

② 期末自己株式数 22年2月期  18,613株 21年2月期  17,353株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年2月期の個別業績（平成21年2月21日～平成22年2月20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 ％

22年2月期 143,004 △2.1 2,325 41.2 2,513 45.4 679 32.3
21年2月期 146,120 1.3 1,647 76.3 1,728 87.1 513 47.2

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
円 銭 円 銭

22年2月期 21.00 ―

21年2月期 16.24 ―

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 44,854 18,851 42.0 582.51
21年2月期 45,602 18,447 40.5 569.99

（参考） 自己資本 22年2月期  18,851百万円 21年2月期  18,447百万円

2.  23年2月期の個別業績予想（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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって大きく異なる
結果となる可能性があります。業績予想の前提条件その他に関連する事項については、添付資料4ページを参照してください。 
なお、平成22年３月24日に第三者割当による普通株式の発行を決議しておりますが、現時点では発行する株式数が未定のため、連結及び個別業績予想
の１株当たり当期純利益は、発表日現在の株式数をもとに算出しております。 

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

70,000 △3.4 1,100 19.9 1,200 8.3 600 338.5 18.54

通期 121,500 △15.0 2,600 11.8 2,700 7.4 1,200 76.6 37.08

－ 2 －



① 当期の概況 

当連結会計年度におけるドラッグストア業界および食品スーパー業界は、深刻な消費不況が続くなか

で、夏場の天候不良による季節商品の販売低迷、改正薬事法の施行等による同業および他業態との競争

の激化等も重なり、大変厳しい状況が続いております。このような中で、「トータルヘルスケアのリー

ディングカンパニー」の実現を目指した中期３ヶ年経営計画の２年目として、当社は引き続き構造改革

の継続・強化を図るとともに、成長へ向けた収益基盤の確立のための諸施策に取組んでまいりました。

店舗ではお客様の目線に立った品揃えや低価格志向にも応えた価格設定に注力しましたが、デフレが

進むなかで、調剤部門の順調な推移もあったものの、売上高については前連結会計年度を若干下回り、

一方で、不採算店舗の活性化および閉鎖、競争力を高めるための事業構造改革、全社的な経費構造改革

が奏功し、粗利益率の確保ならびに販売費及び一般管理費の削減を図ることができました。  

  店舗につきましては、新規出店の投資・採算基準を高めたことから９店舗の出店にとどめ、不採算の

１６店舗を閉鎖しました。この結果、当連結会計年度末の店舗数は、ドラッグストアが神奈川県１３０

店、静岡県８３店、東京都ほか３１店計２４４店舗、スーパーマーケットおよびコンボ（コンビネーシ

ョンストア）が静岡県１９店、神奈川県４店、東京都１店計２４店舗、ドーナツ製造販売が１３店舗で

合計２８１店舗となりました。なお、調剤併設化を推進したことにより前連結会計年度に比べ調剤取扱

店舗は１０店舗増加し、ドラッグストア２４４店舗のうち７３店舗となっております。  

 また、神奈川県を中心に首都圏で保険調剤薬局を展開する薬樹株式会社との間で、在宅調剤事業を中

心に地域医療への貢献度を高める協働取組を積極的に進めるために昨年１２月に業務提携契約を締結し

ました。 

  これらの結果、当連結会計年度の連結売上高は前連結会計年度に比べ２．３％減の１,４４３億３８

百万円となったものの、連結営業利益については２６．７％増の２３億１３百万円、連結経常利益につ

いても３１．９％増の２４億６２百万円となりました。また連結当期純利益についても「棚卸資産の評

価に関する会計基準」の適用に伴いたな卸資産評価損を計上したものの、２２．５％増の６億３６百万

円とそれぞれ大幅な増益となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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（事業区分別の状況） 

ドラッグストア事業では、新型インフルエンザ関連商品を含め、目的来店性の強化を図った品揃えの

充実と価格対応政策の徹底を進めてきました。また、店舗の営業力・現場力を向上させるための課題別

の取組を強化し、その一環として前月の買上金額に応じたポイント制度の導入を実験店での検証を踏ま

えスタートさせました。調剤部門では処方せん応需枚数が順調に伸びるなか、ルピア函南店で介護施設

の患者様を対象とする在宅調剤を開始する等業容の拡大を図りました。  

店舗については４月より１２月までの間にハックドラッグ店舗として「モレラ東戸塚店」（横浜市戸

塚区）、「清水町店」（静岡県駿東郡）、「沼津南店」（静岡県沼津市）、「松野店」（静岡県富士

市）、「クルネ東久留米店」（東京都東久留米市）、「ライフガーデン綱島店」（横浜市港北区）、

「サクラス戸塚店」（横浜市戸塚区）、「白根旭台店」（横浜市旭区）を順次出店するとともに、イオ

ンモール株式会社との最初の取組となる「ペルチ土浦店」（茨城県土浦市）を出店し、一方でリロケー

ションの２店舗を含め不採算の１５店舗を閉鎖しました。  

  これらの結果、ドラッグストア事業の売上高は前連結会計年度に比べ２．３％減の１，００６億６７

百万円となりました。 

フード事業（スーパーマーケットおよびコンボ）では、お客様の日常生活を支える生活ストアとして

のニーズに対応する地域密着型スーパーマーケットの確立を目指し、核売場として子会社に委ねていた

惣菜部門を吸収するとともに、テナント導入も合わせて惣菜部門の一段の強化を図ってまいりました。

競合店の出店が続くなかで、お客様の買い求めやすい売場作り、価格対応の強化、商品とサービスでの

差別化政策を強めるとともに、特に店頭でのお客様とのふれあいを大切にすることによる営業強化に努

めました。また、イオン株式会社（以下「イオン」と略称する）との提携によるプライベートブランド

商品「トップバリュ」の導入を引き続き進めました。  

 店舗については、これらの取組成果の集大成として平成２２年９月にオープン予定の新店の香貫店

（静岡県沼津市）での新たな店舗フォーマットの確立へ向け部門をあげて取組んできました。一方、平

成２２年２月に立地環境の回復が期待できないことから商業集積内の「沼津富士急店」（静岡県沼津

市）を閉鎖いたしました。  

 これらの結果、フード事業の売上高は前連結会計年度に比べ１．６％減の４１２億３１百万円となり

ました。  

ドーナツ製造販売（ミスタードーナツ加盟店）の売上高は、デフレによる深刻な消費不況等により前

連結会計年度に比べ５.５％減の１１億４２百万円となり、また商品供給他の売上高は、惣菜等食品の

製造および販売事業を当社へ移管したことにより前連結会計年度に比べ６.７％減の８億円となりまし

た。また、その他事業の売上高は前連結会計年度に比べ３３.４％減の４億９５百万円となりました。 

  

② 次期の見通し 

次期は中期３ヶ年経営計画の最終年度であり、構造改革等による収益基盤の整備の総仕上げを行うと

ともに、成長戦略へ大きく舵を切ってまいります。成長戦略のための重点施策としてドラッグストア事

業では都市型店舗、郊外型店舗の店舗タイプ別戦略の強化、スーパーマーケット事業では新店での店舗

フォーマットの確立と水平展開に部門をあげて取組んでまいります。また、イオンとの提携強化を通じ

て「ハックドラッグ」「キミサワ」の復権を目指した成長戦略を強化するための新たな枠組みを構築し

てまいります。 

・ドラッグストア事業

・フード事業

・ドーナツ製造販売、商品供給他、その他事業
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具体的には、スーパーマーケット事業を分社、独立させ、イオンへの経営の承継を平成２２年８月２

１日に実施する予定とし、また、イオンの出資比率を５１％を目処とする過半数に引き上げる資本提携

強化のために実施する第三者割当増資で確保する資金を活用した新規出店・既存店改装の加速化、ＷＡ

ＯＮ導入などのＩＴ整備、新規事業開発等を図ってまいります。  

 店舗については、イオン関連施設等への新規出店や調剤併設化のための改装を中心として実施してい

く一方、不採算店舗については閉鎖やリロケーション等の抜本的な施策を推進してまいります。新規出

店は１５店舗程度を予定しております。 

次期の業績につきましては、上記のとおり平成２２年８月２１日をもって事業の承継が行われること

を前提として連結売上高１，２３０億円、連結営業利益２６億５０百万円、連結経常利益２７億円を、

また連結当期純利益１２億円を見込んでおります。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、現金及び預金および売上債権が増加しましたが、たな卸資産および差

入保証金が減少したこと等により前連結会計年度末に比べ９億２５百万円減少し４５６億３百万円とな

りました。 

負債は、主に借入金が１０億５５百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ１２億８７百

万円減少しました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ３億６１百万円増加し１９４億３百万円となりました。この結

果、自己資本比率は前連結会計年度に比べ１．６ポイント上昇し４２．５％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

(単位：百万円) 

 
  

（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２３億６１百万円（前連結会計年度比７億４０百万円減少）とな

りました。これは、主に税金等調整前当期純利益が１３億４１百万円、売上債権が５億９０百万円増

加、たな卸資産が５億３４百万円減少および減損損失が５億２５百万円によるもの等であります。 

  

（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６億２８百万円（前連結会計年度比２億５７百万円増加）となり

ました。これは、主に店舗の出店等による有形固定資産の取得による支出が７億７７百万円および差

入保証金の差入による支出が２億４０百万円あったこと等によるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

当連結会計年度 前連結会計年度 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,361 3,101 △  740

投資活動によるキャッシュ・フロー △  628 △  370 △  257

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,314 △ 1,624 309

現金及び現金同等物の増加額 418 1,106 △  688

現金及び現金同等物の期首残高 3,739 2,632 1,106

現金及び現金同等物の期末残高 4,157 3,739 418
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（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１３億１４百万円（前連結会計年度比３億９百万円減少）となり

ました。これは、長期借入れによる収入が２９億円あるものの、長期借入金の返済による支出が３９

億５５百万円あったこと等によるものであります。 

以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ４億１８百万円増

加し、４１億５７百万円となりました。 

  

（参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注）各指標の算出方法は次のとおりであり、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。 
・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 
・債務償還年数          ：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 
＊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。  
＊営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている営業活動によるキャッシュ・フロ

ー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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用し
ております。 

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(％) 39.2 33.7 35.7 40.9 42.5

時価ベースの自己資本比率(％) 46.5 36.4 30.7 42.4 31.4

債務償還年数(年) 4.4 16.0 3.5 2.1 2.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 14.2 4.4 16.5 27.9 27.1
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配当につきましては、激変する流通業界にあって今後の事業展開、企業体質の強化を考慮しつつ、企

業収益の状況を踏まえ配当性向等も総合的に勘案し、安定した配当を継続的に実施することを方針とし

ております。  

 内部留保資金につきましては、新規出店、既存店の改装等による営業力強化と収益基盤強化のため、

有効に投資してまいります。  

 このような方針のもとで、当期の期末配当金につきましては、期初に発表いたしましたとおり１株当

たり４円の配当とすることを予定しています。  

 また、次期の剰余金の配当につきましては、次期の業績を総合的に勘案し中間配当金として１株当た

り４円、期末配当金として４円、年間としては１株当たり８円の配当を予定しております。 

  

当社グループの事業および財政状態等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクは以下のとおりであり

ます。当社グループは、これらのリスクを十分認識したうえで、発生の回避および発生した場合の対応

に最大限の努力をしてまいります。なお、文中における将来に関する事項は当連結会計年度末現在にお

いて、当社グループが判断したものであります。 

  

  ① 自然災害、天候について 

当社グループの主力事業であるドラッグストア事業およびスーパーマーケット事業は、天候状況に

よって消費者の購買行動の影響を受けやすい商品が多く、冷夏・暖冬等の天候不順は、これらの事業

における売上の低迷をもたらし、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、自然

災害に対する備えとして、防災マニュアルを作成し、従業員等への教育による危機管理意識の徹底に

努めていますが、地震・洪水・台風等の不測の災害によって店舗等の事業所が損害を受けた場合、業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ② 法的規制について 

当社グループは、「薬事法」、「食品衛生法」、「製造物責任法（ＰＬ法)」、「容器包装リサイ

クル法」、「個人情報保護法」、「大規模小売店舗立地法」等の法的規制を受けております。当社グ

ループはこれらの法的規制の遵守を引き続き徹底してまいりますが、今後、これらの規制の強化によ

り、事業活動が制限されたり、コスト負担増となる場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ③ 薬剤師等の確保について 

平成２１年６月より施行された改正薬事法の下で、今後医薬品の販売体制は大きく変わっていくこ

とが予想されます。この環境の変化に対応しつつ、店舗網の拡大や調剤併設店舗の強化を図っていく

ためには薬剤師や登録販売者の確保が必要とされ、当社グループはその確保に努めております。しか

しながら、薬剤師や登録販売者の確保の状況によっては出店政策および営業活動等に影響を及ぼす可

能性があります。 

  

  ④ 調剤業務について 

当社グループの店舗のうち、調剤専門薬局および調剤併設店舗におきましては、平成１７年に新調

剤支援システムの導入を行い、調剤業務の安全性の向上に努めております。また、カウンセリング力

の強化や調剤業務の標準化等を図るため調剤研修センターを開設する等体制を整備しておりますが、

処方薬の不良・調合ミス等により、将来万が一重大な事故があった場合、当社グループの社会的信用

の低下等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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  ⑤ 食の安全性について 

当社グループは、生鮮食品からドライ・加工食品、日配食品等の商品を販売しております。近年輸

入加工食品や米穀等への有害物質の混入問題や産地偽装等食の安全性に係る問題から、消費者の「安

全・安心」に対する要求が一段と高まっており、お客様からの信頼を高めるため品質管理・商品管理

体制を引き続き強化してまいります。しかしながら今後品質問題等により食品の生産、流通に支障が

生じた場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ⑥ 店舗展開について 

当社グループは、今後も新しい店舗を積極的に出店していく予定でありますが、出店先である駅ビ

ルや郊外店等の開店が賃借先の事情など様々の要因により遅れる場合があります。出店数およびその

集客状況、あるいは消費動向によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、健全な利益計画を実現するための不採算店の閉鎖および業態変更等に伴い、特別損失が発生

し業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ⑦ 顧客情報の管理について 

当社グループは、調剤に係る薬歴情報およびポイントカード会員の個人情報を保有しております。

個人情報の保護についてはプライバシーマークの認定も受けておりますが、個人情報はもとより情報

の取り扱いについては、情報文書管理責任者を選任し、情報の管理・保管等を徹底し万全を期してお

ります。しかしながら、コンピュータシステムのトラブルによる情報流出や犯罪行為等による情報漏

洩が発生した場合、当社グループの社会的信用の低下等により、業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

   ⑧ 資産の減損処理について 

当社グループは、多くの店舗展開をしておりますが、店舗等で収益性が低下した場合、減損会計の

適用により対象となる資産または資産グループに対して、固定資産の減損処理が必要になる可能性が

あります。これにより、当社グループの業績および財務状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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当社の企業集団は、当社、子会社７社およびその他の関係会社１社から構成され、加工食品、生鮮食品

等の食料品および医薬品、化粧品、日用雑貨品等の小売業ならびにその他の事業活動を展開しておりま

す。当社グループの当該事業にかかる位置づけは、次のとおりであります。 

 

事業系統図で示しますと次のとおりであります。 

  

 

  

（注）㈱きずなフーズは平成21年９月に惣菜等の製造・販売事業を当社へ移管したため、現在製造工  

    場を閉鎖し休眠会社となっております。 

2. 企業集団の状況

業態 会社名 主な事業の内容

商品小売業 (株)ＣＦＳコーポレーション (連結財務諸表提出会社)
スーパーマーケット、
ドラッグストア

(株)きずなフーズ (連結子会社) 惣菜等食品の製造・販売

(株)ヤン・ヤン (連結子会社) 菓子等の販売

(株)ホーム・ファーマシー (非連結子会社) 在宅調剤を主とする調剤薬局

その他 (株)きずな総合開発 (連結子会社) 店舗開発および管理運営

(株)きずなインシュアランス (非連結子会社) 損害保険等代理

(株)ＣＦＳサンズ (非連結子会社) 店舗内作業等の受託

(株)函南ショッピングセンター (非連結子会社) 不動産賃貸

イオン(株) (その他の関係会社) 純粋持株会社

[事業系統図]
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当社グループは、『“ＫＩＺＵＮＡ”ＣＲＥＡＴＩＯＮ－新しい「絆」の創造』を経営理念として掲

げ、日々の営業活動を通じ『お客様との「絆」を深め、時代との「絆」を高め、働く人と人との「絆」

を強め、地域社会との「絆」を築く』ことを目指しております。また、お客様へ提供する商品・サービ

スにおいてはもとより企業活動のすべての面においてクリーン（＝透明性）の徹底を基本においており

ます。  

  これらの経営理念のもと、医・薬・食の事業領域において常に「安全」で「安心」な商品とサービス

を提供することによるお客様からの「信頼」を最も重要な価値として、地域の人々の健康で豊かな暮ら

しに貢献し、また多様化するお客様のライフスタイルに対応することにより、お客様の生活の場になく

てはならない存在となることを目指すものであります。  

  そして、これらの実践を踏まえ、お客様とともに日々前進していくことが、当社の企業価値の向上に

つながっていくものと考えております。  

  

当社は、平成２０年７月に策定した中期３ヶ年経営計画の最終年度として平成２３年２月期を、構造

改革をはじめとする収益基盤の整備へ向けた総仕上げの年とするとともに、成長戦略へ大きく舵を切っ

ていく年としてまいりますが、この成長戦略を更に加速させるため、平成２２年３月９日付でイオン株

式会社（以下「イオン」と略称する）と新たな成長に向けた業務・資本提携の強化について基本合意い

たしました。この提携強化による業績への影響等を踏まえ、当社は改めて新しい中期経営計画を策定

し、その内容が確定次第速やかに発表する予定でおります。 

  

当社は、中期３ヶ年経営計画の過去２年間の成果を踏まえ、またイオンとの提携強化による新たな枠

組みを最大限に活用して成長戦略への取組を強化してまいります。すなわち、当社が創業以来目指して

きた専門性の高いドラッグストアの創造をより一層強化し、イオン関連施設への全国規模での出店を図

るほか、トータルヘルスケア企業の実現、地域医療への貢献、在宅を含む調剤事業の強化、医療分野な

らびに関連する周辺ビジネスへの本格参入を進めます。 

  

 ①イオンとの新たな業務・資本提携  

当社は、前述のとおり平成２２年３月９日付基本合意に基づき筆頭株主であるイオンとの業務・資本

提携関係を更に強化することといたしました。 

 ドラッグストア事業については、イオンのＨ＆ＢＣ事業分野における中核会社と位置付け、イオンの

経営資源を全面的に活用することにより、更に確固たる事業基盤を整備し成長戦略を加速してまいりま

す。  

一方、スーパーマーケット事業については、当社より分離させ、平成２２年８月２１日をもってイオ

ンにその経営を継承する予定です。同事業はイオンの直接子会社としてイオンの経営資源を全面的に活

用できる体制のもとで、「キミサワ」ブランドの復権を目指します。  

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及び対処すべき課題

(4)会社の経営上重要な事項

㈱ＣＦＳコーポレーション (8229) 平成22年2月期決算短信

－ 10 －



このような成長戦略を実現していくために、両社の協力関係をより密なものとし、相互の経営資源・

人財を最大限活用できる体制とする必要があるところから、イオンの当社に対する出資比率を５１％を

目処とする過半数まで引き上げます。この出資比率の引き上げにあたっては、イオンが当社普通株式に

対し４３０万株を上限として、その買付け価格を６００円とする公開買付けを行い、また、この公開買

付け完了後、イオンを割当先とする第三者割当による新株式を発行いたします。  

  

 ②薬樹株式会社との業務提携 

当社は、神奈川県を中心に首都圏で保険調剤薬局を展開する薬樹株式会社と平成２１年１２月８日付

をもって、業務提携契約を締結しました。この業務提携は営業地盤を同じくする両社が、ともに経営ビ

ジョンとして掲げる、地域の人々の健康への貢献をより効果的かつ多面的に実現していくために、両社

の経営資源を相互に活用することが必要と判断したものです。この業務提携の下で、薬剤師をはじめと

する人材交流、教育・研修システムの相互利用、在宅調剤事業等の共同推進、調剤支援システムの共同

開発・活用等の協働取組を推進するとともに、これらの協働取組のなかからドラッグストア事業と保険

調剤薬局事業の融合・相互補完による新たな事業創造を目指してまいります。 
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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21年２月20日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,739 4,157

受取手形及び売掛金 2,182 2,773

たな卸資産 11,481 －

商品及び製品 － 10,870

繰延税金資産 1,146 1,115

その他 1,710 1,841

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 20,260 20,757

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,561 16,299

減価償却累計額 △10,605 △11,024

建物及び構築物（純額） 5,955 5,275

工具、器具及び備品 3,881 3,947

減価償却累計額 △3,137 △3,239

工具、器具及び備品（純額） 744 708

土地 4,817 4,817

建設仮勘定 81 137

その他 439 329

減価償却累計額 △350 △269

その他（純額） 88 59

有形固定資産合計 11,686 10,998

無形固定資産 764 544

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※2  817 ※1, ※2  803

長期貸付金 1,534 1,475

長期前払費用 588 470

差入保証金 10,164 9,761

繰延税金資産 712 796

その他 31 26

貸倒引当金 △32 △31

投資その他の資産合計 13,817 13,302

固定資産合計 26,268 24,845

資産合計 46,528 45,603
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年２月20日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2  12,644 ※2  12,437

1年内返済予定の長期借入金 3,955 1,710

未払法人税等 288 599

賞与引当金 615 593

未払金 2,067 2,028

店舗閉鎖損失引当金 497 246

その他 2,299 2,304

流動負債合計 22,368 19,919

固定負債   

長期借入金 2,535 3,725

退職給付引当金 895 1,015

長期預り保証金 1,490 1,381

繰延税金負債 － 0

その他 197 158

固定負債合計 5,118 6,280

負債合計 27,486 26,199

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,401 6,401

資本剰余金 5,686 5,686

利益剰余金 7,053 7,430

自己株式 △11 △12

株主資本合計 19,130 19,506

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △88 △103

評価・換算差額等合計 △88 △103

純資産合計 19,042 19,403

負債純資産合計 46,528 45,603
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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20年２月21日 
 至 平成21年２月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成22年２月20日) 

売上高 147,722 144,338

売上原価 105,900 ※1  103,111

売上総利益 41,821 41,227

販売費及び一般管理費 ※2  39,994 ※2  38,913

営業利益 1,826 2,313

営業外収益   

受取利息 66 53

受取配当金 15 86

固定資産受贈益 30 28

協賛金収入 3 －

その他 119 96

営業外収益合計 235 265

営業外費用   

支払利息 117 91

店舗閉鎖損失 52 －

その他 25 24

営業外費用合計 195 115

経常利益 1,866 2,462

特別利益   

投資有価証券売却益 2 －

過年度店舗損失修正益 98 －

保険解約返戻金 36 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 78

違約金収入 35 14

その他 2 2

特別利益合計 176 95

特別損失   

固定資産除却損 ※3  15 ※3  12

たな卸資産評価損 － 583

減損損失 ※4  431 ※4  525

店舗閉鎖損失引当金繰入額 497 6

その他 121 87

特別損失合計 1,065 1,215

税金等調整前当期純利益 976 1,341

法人税、住民税及び事業税 404 758

過年度法人税等戻入額 △122 －

法人税等調整額 175 △53

法人税等合計 457 705

当期純利益 519 636
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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20年２月21日 
 至 平成21年２月20日) 

当連結会計年度 
(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 5,660 6,401

当期変動額   

新株の発行 741 －

当期変動額合計 741 －

当期末残高 6,401 6,401

資本剰余金   

前期末残高 4,945 5,686

当期変動額   

新株の発行 741 －

当期変動額合計 741 －

当期末残高 5,686 5,686

利益剰余金   

前期末残高 6,783 7,053

当期変動額   

剰余金の配当 △249 △258

当期純利益 519 636

自己株式処分差損 △0 △0

当期変動額合計 270 377

当期末残高 7,053 7,430

自己株式   

前期末残高 △9 △11

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 △11 △12

株主資本合計   

前期末残高 17,380 19,130

当期変動額   

新株の発行 1,482 －

剰余金の配当 △249 △258

当期純利益 519 636

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 0 0

自己株式処分差損 △0 △0

当期変動額合計 1,749 376

当期末残高 19,130 19,506
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年２月21日 
 至 平成21年２月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成22年２月20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 111 △88

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △199 △15

当期変動額合計 △199 △15

当期末残高 △88 △103

評価・換算差額等合計   

前期末残高 111 △88

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △199 △15

当期変動額合計 △199 △15

当期末残高 △88 △103

純資産合計   

前期末残高 17,491 19,042

当期変動額   

新株の発行 1,482 －

剰余金の配当 △249 △258

当期純利益 519 636

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 0 0

自己株式処分差損 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △199 △15

当期変動額合計 1,550 361

当期末残高 19,042 19,403
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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20年２月21日 
 至 平成21年２月20日) 

当連結会計年度 
(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   

税金等調整前当期純利益 976 1,341

減価償却費 1,494 1,399

減損損失 431 525

投資有価証券売却損益（△は益） △2 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 27 △22

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 497 △118

退職給付引当金の増減額（△は減少） △91 119

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △223 －

受取利息及び受取配当金 △81 △139

支払利息 117 91

固定資産除却損 15 12

過年度店舗損失修正益 △98 －

売上債権の増減額（△は増加） 128 △590

たな卸資産の増減額（△は増加） 781 534

仕入債務の増減額（△は減少） 367 △207

未払消費税等の増減額（△は減少） 27 △67

その他の流動資産の増減額（△は増加） 708 △39

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,542 20

その他 3 19

小計 3,534 2,879

利息及び配当金の受取額 43 105

利息の支払額 △111 △87

法人税等の支払額 △365 △537

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,101 2,361

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △6 △1

投資有価証券の売却による収入 5 0

有形固定資産の取得による支出 △1,124 △777

有形固定資産の売却による収入 106 －

無形固定資産の取得による支出 △93 △92

貸付けによる支出 △164 △171

貸付金の回収による収入 193 173

差入保証金の差入による支出 △121 △240

差入保証金の回収による収入 1,138 677

預り保証金の受入による収入 47 22

預り保証金の返還による支出 △244 △131

その他 △106 △88

投資活動によるキャッシュ・フロー △370 △628
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年２月21日 
 至 平成21年２月20日) 

当連結会計年度 
(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   

短期借入金の増減額（△は減少） △800 －

長期借入れによる収入 2,000 2,900

長期借入金の返済による支出 △4,055 △3,955

株式の発行による収入 1,482 －

自己株式の取得による支出 △2 △0

配当金の支払額 △249 △258

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,624 △1,314

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,106 418

現金及び現金同等物の期首残高 2,632 3,739

現金及び現金同等物の期末残高 3,739 4,157
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該当事項はありません。 

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(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20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

１ 連結の範囲に関する事項 ① 連結子会社の数    ３社

  ㈱きずなフーズ、㈱ヤン・ヤン及

び㈱きずな総合開発であります。

① 連結子会社の数    ３社

     同左

② 非連結子会社の数   ４社

  ㈱きずなインシュアランス、㈱Ｃ

ＦＳサンズ、㈱ホーム・ファーマシ

ー及び㈱函南ショッピングセンター

であります。

 前連結会計年度において、清算手続

き中であった㈱函南キミサワは、平

成20年６月18日に清算が結了してお

ります。

② 非連結子会社の数   ４社

  ㈱きずなインシュアランス、㈱Ｃ

ＦＳサンズ、㈱ホーム・ファーマシ

ー及び㈱函南ショッピングセンター

であります。

③ 非連結子会社について連結の範囲

から除いた理由

  上記の非連結子会社は、いずれも

小規模会社であり、合計の総資産・

売上高・当期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合う

額)等はいずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため、連

結の範囲から除外しております。

③ 非連結子会社について連結の範囲

から除いた理由

   同左

２ 持分法の適用に関する事

項

非連結子会社４社につきましては、

それぞれ連結純損益及び連結利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外しております。

   同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は、すべて連結決

算日と一致しております。

    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

法により算定しております。)

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

 (イ)商品

    主として売価還元法による原

価法

② たな卸資産

 (イ)商品

    主として売価還元法による原

価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）

 (ロ)貯蔵品

    最終仕入原価法

 (ロ)貯蔵品

    同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

  主として定率法

  ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備は除く)

については、定額法を採用してお

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

  器具及び備品    ５年～８年

 （追加情報） 

法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３

月30日 法律第６号）及び（法人

税法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、

改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。 

これによる営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益に与え

る影響は軽微であります。

① 有形固定資産(リース資産を除く)

    同左

  
 
  
 
  
 
  
 
 
 （追加情報） 

平成20年の税制改正を契機に、機

械及び装置について資産の利用状

況等の見直しを行った結果、当連

結会計年度より耐用年数の変更を

しております。 

これによる営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益に与え

る影響は軽微であります。

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 長期前払費用 

定額法

③ 長期前払費用 

  同左

─────  ④ 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

価額を零として算定する方法によ

っております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

 (3) 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、貸倒懸念債権等の特定債

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 店舗閉鎖損失引当金

   店舗等の閉店・閉鎖等に伴い発

生すると見込まれる損失に備えるた

め、合理的に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、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づ

き、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。

  数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)による定額法によ

りそれぞれの発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。

④ 退職給付引当金

    同左

⑤ 役員退職慰労引当金

    ─────

 （追加情報） 

当社及び連結子会社は各社の取締

役会において、各社の平成20年２

月期の定時株主総会の終結をもっ

て役員退職慰労金制度を廃止する

旨の決議をいたしました。また当

該総会において、当該総会の終結

の時までの在任期間に対応する退

職慰労金を各社所定の基準に基づ

き、相当額の範囲内で打ち切り支

給（支払時期は、各役員の退任

時）することが決議されたことか

ら、「役員退職慰労引当金」の全

額を取崩し、打ち切り支給額の未

払い分（82百万円）については、

固定負債の「その他」に含めて計

上しております。

──────
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

 (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) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 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。

 なお、控除対象外消費税等について

は、発生連結会計年度の期間費用とし

ております。  

 消費税等の会計処理方法

    同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 該当事項はありません。     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、現

金及び預金(預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金を除く)並びに取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資で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

わないものとしております。

    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

前連結会計年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

─────  (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

通常販売目的で保有するたな卸資産については、従

来、主として売価還元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」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 

企業会計基準第９号）を適用したことに伴い、主とし

て売価還元法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更し

ております。また、会計基準を期首在庫評価から適用

したとみなし、期首在庫に含まれる変更差額を「たな

卸資産評価損」として特別損失に583百万円計上してお

ります。 

これに伴い、従来の方法によった場合と比べて、売上

総利益、営業利益及び経常利益は、それぞれ40百万円

減少し、税金等調整前当期純利益は623百万円減少して

おります。

─────  (リース取引に関する会計基準) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、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、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採

用しております。 

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】

前連結会計年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

（連結損益計算書）    

前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「閉店損失」は営業外費用の総額

の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲

記しました。    

なお、前連結会計年度の営業外費用「その他」に含ま

れる「閉店損失」は、22百万円であります。

(連結貸借対照表) 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計

年度において、「たな卸資産」として掲記されていた

ものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「その

他」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」は、

11,393百万円であります。

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において区分掲記しておりました営業

外収益の「協賛金収入」（当連結会計年度2百万円）

は、重要性が乏しいため、営業外収益の「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21年２月20日)

当連結会計年度 
(平成22年２月20日)

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。

投資有価証券(株式) 195百万円

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。

投資有価証券(株式) 195百万円

 

※２ 担保に供している資産は次のとおりであります。

    (担保に供している資産)

投資有価証券 1百万円

    (対応する債務)

買掛金 33百万円

 

※２ 担保に供している資産は次のとおりであります。

    (担保に供している資産)

投資有価証券 1百万円

    (対応する債務)

買掛金 60百万円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

───── ※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価

に含まれております。

40百万円

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

とおりであります。

広告宣伝費 3,807百万円

役員報酬、給与手当
及び賞与

16,372百万円

賞与引当金繰入額 615百万円

賃借料 8,900百万円

減価償却費 1,491百万円

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

とおりであります。

広告宣伝費 3,564百万円

役員報酬、給与手当
及び賞与

16,285百万円

賞与引当金繰入額 593百万円

賃借料 8,515百万円

減価償却費 1,399百万円

※３ 固定資産除却損の主なものは次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 5百万円

器具及び備品 3百万円

※３ 固定資産除却損の主なものは次のとおりでありま

す。

器具及び備品 4百万円

無形固定資産 6百万円

※４ 減損損失 ※４ 減損損失

当連結会計年度において、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。

当連結会計年度において、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。

(1)減損損失を認識した資産グループの概要 (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

店舗他
建物及び 
構築物等

静岡県 
(9件)

202百万円

店舗
建物及び 
構築物等

神奈川県 
(8件)

140百万円

店舗
建物及び 
構築物等

東京都他 
(4件)

88百万円

 

用途 種類 場所 金額

店舗
建物及び
構築物等

静岡県 
(6件)

320百万円

店舗
建物及び
構築物等

神奈川県 
(8件)

163百万円

店舗
建物及び
構築物等

東京都 
(3件)

41百万円

(2)減損損失の認識に至った経緯 (2)減損損失の認識に至った経緯

店舗における営業活動から生ずる損益が継続して

マイナスまたは継続してマイナスとなる見込みで

ある資産グループについては、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として

特別損失に計上いたしました。

同左

(3)減損損失の金額 (3)減損損失の金額

 

種類 金額

建物及び構築物 306百万円

その他 43百万円

リース資産 81百万円

合計 431百万円
 

種類 金額

建物及び構築物 404百万円

その他 46百万円

リース資産 74百万円

合計 525百万円

(4)資産のグルーピングの方法 (4)資産のグルーピングの方法

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、遊休資産については物件単

位ごとにグルーピングしております。

同左

(5)回収可能価額の算定方法 (5)回収可能価額の算定方法

資産グループの回収可能価額は、使用価値により

測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが

マイナスであるため、回収可能価額を零として評

価しております。

同左
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(注) １．普通株式の発行済株式総数の増加2,470,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加4,165株及び減少280株は、単元未満株式の買取り・買増しによる増

加・減少であります。 
  

 
  

 
  

   

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加1,660株及び減少400株は、単元未満株式の買取り・買増しによる増加・

減少であります。 
  

 
  

 
(注) 平成22年５月17日開催予定の定時株主総会において議案として付議される予定であります。 

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成20年２月21日 至 平成21年２月20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 29,911,678 2,470,000 ─ 32,381,678

合計 29,911,678 2,470,000 ─ 32,381,678

自己株式

普通株式 13,468 4,165 280 17,353

合計 13,468 4,165 280 17,353

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５月14日 
定時株主総会

普通株式 119 4.00 平成20年２月20日 平成20年５月15日

平成20年10月３日 
取締役会

普通株式 129 4.00 平成20年８月20日 平成20年11月４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５月18日 
定時株主総会予定

普通株式 利益剰余金 129 4.00 平成21年２月20日 平成21年５月19日

当連結会計年度(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 32,381,678 ― ― 32,381,678

合計 32,381,678 ― ― 32,381,678

自己株式

普通株式 17,353 1,660 400 18,613

合計 17,353 1,660 400 18,613

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21年５月18日 
定時株主総会

普通株式 129 4.00 平成21年２月20日 平成21年５月19日

平成21年９月29日 
取締役会

普通株式 129 4.00 平成21年８月20日 平成21年11月４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22年５月17日 
定時株主総会予定

普通株式 利益剰余金 129 4.00 平成22年２月20日 平成22年５月18日
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前連結会計年度(自平成20年２月21日 至平成21年２月20日)及び当連結会計年度（自平成21年２月

21日 至平成22年２月20日） 

前連結会計年度(自平成20年２月21日 至平成21年２月20日)及び当連結会計年度（自平成21年２月

21日 至平成22年２月20日） 

商品小売業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全

セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。 

  

前連結会計年度(自平成20年２月21日 至平成21年２月20日)及び当連結会計年度(自平成21年２月

21日 至平成22年２月20日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自平成20年２月21日 至平成21年２月20日)及び当連結会計年度(自平成21年２月

21日 至平成22年２月20日) 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

(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20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当連結会計年度
(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 3,739百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ─百万円

現金及び現金同等物の期末残高 3,739百万円

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

現金及び預金勘定 4,157百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ─百万円

現金及び現金同等物の期末残高 4,157百万円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成21年２月20日)

当連結会計年度 
(平成22年２月20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)

 貸倒引当金 2百万円

 未払カード販促費 589百万円

 賞与引当金 248百万円

 未払事業税 64百万円

 会員権評価損 23百万円

 退職給付引当金 361百万円

 長期未払金 33百万円

  店舗閉鎖損失引当金 201百万円

 減損損失 985百万円

 その他有価証券評価差額金 35百万円

 その他 98百万円

 繰延税金資産小計 2,644百万円

 評価性引当額 △730百万円

 繰延税金負債との相殺 △55百万円

繰延税金資産合計 1,859百万円

（繰延税金負債）

 固定資産圧縮積立金 △54百万円

 その他 △1百万円

 繰延税金負債小計 △55百万円

 繰延税金資産との相殺 55百万円

繰延税金負債合計 ─百万円

繰延税金資産の純額 1,859百万円

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)

貸倒引当金 16百万円

未払カード販促費 634百万円

賞与引当金 241百万円

未払事業税 89百万円

会員権評価損 23百万円

退職給付引当金 410百万円

長期未払金 33百万円

店舗閉鎖損失引当金 99百万円

減損損失 1,005百万円

その他有価証券評価差額金 41百万円

その他 186百万円

繰延税金資産小計 2,782百万円

評価性引当額 △811百万円

繰延税金負債との相殺 △59百万円

繰延税金資産合計 1,911百万円

（繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 △44百万円

その他 △14百万円

繰延税金負債小計 △59百万円

繰延税金資産との相殺 59百万円

繰延税金負債合計 △0百万円

 

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 40.4％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

0.7％

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目

△2.2％

住民税均等割 14.6％

評価性引当金の増減 5.9％

過年度法人税等還付額 △12.5％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税負担率 46.8％

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 40.4％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

0.5％

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目

△4.5％

住民税均等割 10.2％

評価性引当金の増減 9.8％

繰越欠損金 △6.1％

その他 2.3％

税効果会計適用後の法人税負担率 52.6％

㈱ＣＦＳコーポレーション (8229) 平成22年2月期決算短信

－ 28 －



前連結会計年度(平成21年２月20日現在) 

１  その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
(注) 株式の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％～

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

理を行うこととしております。 
  

 
  

３  時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

 
  

当連結会計年度(平成22年２月20日現在) 

１  その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
(注) 株式の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30％～

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

理を行うこととしております。 
  

 
  

３  時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額 

(有価証券関係)

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
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 77 107 30

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

  小計 77 107 30

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 605 487 △118

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

  小計 605 487 △118

合計 683 594 △88

２  当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

5 2 0

連結貸借対照表計上額

非上場株式 27百万円

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
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 99 130 31

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

  小計 99 130 31

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 585 450 △135

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

  小計 585 450 △135

合計 684 581 △103

２  当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

0 0 0

連結貸借対照表計上額

非上場株式 27百万円
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、

適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりま

す。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に

準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされな

い割増退職金を支払う場合があります。

１ 採用している退職給付制度の概要

     同左

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年２月20日現在)

イ 退職給付債務 △4,233百万円

ロ 年金資産 2,390百万円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △1,842百万円

ニ 未認識数理計算上の差異 947百万円

ホ 未認識過去勤務債務 
  (債務の減額)

─百万円

ヘ 連結貸借対照表計上額純額 
  (ハ＋ニ＋ホ)

△895百万円

ト 前払年金費用 ─百万円

チ 退職給付引当金(ヘ＋ト) △895百万円

 (注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成22年２月20日現在)

イ 退職給付債務 △4,304百万円

ロ 年金資産 2,913百万円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △1,390百万円

ニ 未認識数理計算上の差異 375百万円

ホ 未認識過去勤務債務
  (債務の減額)

─百万円

ヘ 連結貸借対照表計上額純額 
  (ハ＋ニ＋ホ)

△1,015百万円

ト 前払年金費用 ─百万円

チ 退職給付引当金(ヘ＋ト) △1,015百万円

 (注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

(自平成20年２月21日 至平成21年２月20日)

イ 勤務費用 305百万円

ロ 利息費用 81百万円

ハ 期待運用収益 △66百万円

ニ 過去勤務債務の費用処理額 ─百万円

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 △153百万円

ヘ 臨時に支払った割増退職金 3百万円

ト 退職給付費用 
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)

170百万円

 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は「イ 勤務費用」に計上しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

(自平成21年２月21日 至平成22年２月20日)

イ 勤務費用 306百万円

ロ 利息費用 83百万円

ハ 期待運用収益 △47百万円

ニ 過去勤務債務の費用処理額 ─百万円

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 103百万円

ヘ 臨時に支払った割増退職金 6百万円

ト 退職給付費用
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)

452百万円

 (注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は「イ 勤務費用」に計上しております。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(平成21年２月20日現在)

イ 退職給付見込額の期間按分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.00％

ハ 期待運用収益率 2.00％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 ―

ホ 数理計算上の差異の処理年数 ５年

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(平成22年２月20日現在)

イ 退職給付見込額の期間按分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.00％

ハ 期待運用収益率 2.00％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 ―

ホ 数理計算上の差異の処理年数 ５年
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１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

リース取引、関連当事者との取引およびデリバティブ取引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。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年２月21日
 至 平成21年２月20日)

当連結会計年度
(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 588.36円 １株当たり純資産額 599.55円

１株当たり当期純利益金額 16.42円 １株当たり当期純利益金額 19.66円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式がないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式がないため記載しておりません。

前連結会計年度
（平成21年２月20日）

当連結会計年度 
（平成22年２月20日）

純資産の部の合計額（百万円） 19,042 19,403

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円）
─ ―

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 19,042 19,403

普通株式の発行済株式数（株） 32,381,678 32,381,678

普通株式の自己株式数（株） 17,353 18,613

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数（株）
32,364,325 32,363,065

前連結会計年度
（自 平成20年２月21日
   至 平成21年２月20日）

当連結会計年度 
（自 平成21年２月21日 

    至 平成22年２月20日）

当期純利益（百万円） 519 636

普通株主に帰属しない金額（百万円） ─ ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 519 636

普通株式の期中平均株式数（株） 31,616,912 32,363,252

(開示の省略)
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

─────── 

 

 

（第三者割当による新株式発行）

当社は、平成22年３月24日開催の取締役会において、

第三者割当による新株式発行を決議しました。その概

要は次のとおりであります。

１. 募集等の方法
イオン株式会社を割当先と

する第三者割当

２．
発行する株式の種類
及び数(注)

普通株式 6,000,000株

３. 発行価額 １株につき 600円

４. 発行総額 3,600,000,000円

５. 資本組入れ額 1,800,000,000円

６. 申込期日 平成22年５月19日（水）

７. 払込期日 平成22年５月20日（木）

８. 資金の使途

本増資により発行される株
式の募集により調達する資
金の使途につきましては、
新規出店、店舗改装、ＩＴ
投資、新規事業開発等によ
る当社事業の規模拡大と競
争力の強化に充てる予定で
あります。

(注)割当先であるイオン株式会社において行う当社普

通株式を対象とする公開買付け完了後、本公開買

付け及び本増資後の当社発行済株式総数に対する

イオン株式会社の所有割合が51％を目処とする過

半数となるようにイオン株式会社は申込みの上、

これを引き受けることになっております。

公開買付けの概要は以下の通りであります。

 買付け等の期間

平成22年３月25日(木)から

平成22年５月６日(木)まで

(27営業日)

 買付け等の価格 １株につき 600円

買付け予定の株券等の数 4,300,000株（上限)

 決済の開始日 平成22年５月12日（水）

当社は、平成22年３月24日開催の取締役会で本公

開買付けについて賛同の意を表明すること、及び

本公開買付けに応募するか否かについては、株主

の皆様の判断に委ねることを決議いたしました。
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前連結会計年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

───────

 

 

（スーパーマーケット事業部門の事業承継について）

当社は、平成22年４月８日開催の取締役会において、

当社100％子会社であるイオンキミサワ株式会社(平成

22年４月６日設立)に当社のスーパーマーケット事業部

門を承継させることを決議し、同日同社と吸収分割契

約を締結いたしました。また、同日当社とイオン株式

会社は、イオンキミサワ株式の全てをイオン株式会社

に譲渡することに合意いたしました。  

本吸収分割の実施予定日(効力発生日)は、平成22年８

月21日であり、同日付けで当社はイオンキミサワ株式

をイオン株式会社へ譲渡する予定であります。

①会社分割する事業内容、規模

分割する事業内容 スーパーマーケット事業

分割する事業規模 営業収益 41,231百万円(平成22年２月期)

②会社分割の形態

 当社を分割会社とし、イオンキミサワ株式会社を承

継会社とする吸収分割であり、同社は、当該分割によ

り普通株式4,000株を新たに発行し、当社に割当交付す

る予定です。

③会社分割に係る分割会社又は承継会社の名称、事  

業内容、資産・負債及び純資産の額、従業員数等

分割会社 
(平成22年２月20日現在)

承継会社 
(平成22年４月６日現在)

ａ. 名 称
株式会社ＣＦＳコーポ

レーション

イオンキミサワ株式

会社

ｂ. 事業内容

ドラッグストア・スー

パーマーケット等小売

及び小売周辺業務

スーパーマーケット

等小売及び小売周辺

業務

ｃ. 総 資 産 44,854百万円 200百万円

ｄ. 負  債 26,002百万円 ―

ｅ. 純 資 産 18,851百万円 200百万円

ｆ. 従業員数 1,484名 ―

(注)承継会社は、平成22年４月６日設立のため、まだ決算期を迎えて

おりません。

④イオン株式会社へのイオンキミサワ株式の譲渡価額

等

 譲渡価額その他の条件については、今後両社で協議

し、決定いたします。
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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 3,034 3,653

受取手形及び売掛金 2,151 2,731

商品及び製品 11,383 10,870

原材料及び貯蔵品 72 68

前払費用 312 327

繰延税金資産 1,137 1,119

未収入金 1,149 1,226

その他 223 213

貸倒引当金 － △35

流動資産合計 19,465 20,174

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,752 13,595

減価償却累計額 △8,577 △8,992

建物（純額） 5,175 4,602

構築物 2,620 2,592

減価償却累計額 △1,887 △1,958

構築物（純額） 732 633

機械及び装置 285 286

減価償却累計額 △210 △233

機械及び装置（純額） 75 53

工具、器具及び備品 3,745 3,892

減価償却累計額 △3,039 △3,209

工具、器具及び備品（純額） 706 683

土地 4,817 4,817

建設仮勘定 81 126

有形固定資産合計 11,587 10,915

無形固定資産   

借地権 125 113

商標権 5 3

ソフトウエア 534 330

電話加入権 88 88

水道施設利用権 5 4

無形固定資産合計 759 540
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(単位：百万円)

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 615 599

関係会社株式 333 295

出資金 15 15

長期貸付金 1,521 1,465

関係会社長期貸付金 13 9

長期前払費用 576 459

差入保証金 10,078 9,664

保険積立金 5 0

繰延税金資産 660 742

その他 2 2

貸倒引当金 △32 △31

投資その他の資産合計 13,790 13,222

固定資産合計 26,136 24,679

資産合計 45,602 44,854

負債の部   

流動負債   

買掛金 12,578 12,304

1年内返済予定の長期借入金 3,955 1,710

未払金 2,063 2,089

未払法人税等 230 596

未払消費税等 238 196

未払費用 1,681 1,775

前受金 18 18

商品券 145 144

預り金 56 79

賞与引当金 592 577

店舗閉鎖損失引当金 462 235

その他 123 101

流動負債合計 22,146 19,829

固定負債   

長期借入金 2,535 3,725

退職給付引当金 838 945

長期預り保証金 1,514 1,402

その他 121 99

固定負債合計 5,009 6,172

負債合計 27,155 26,002
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(単位：百万円)

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 6,401 6,401

資本剰余金   

資本準備金 5,686 5,686

資本剰余金合計 5,686 5,686

利益剰余金   

利益準備金 1,235 1,235

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 79 66

別途積立金 4,272 4,272

繰越利益剰余金 870 1,305

利益剰余金合計 6,458 6,879

自己株式 △11 △12

株主資本合計 18,535 18,955

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △88 △103

評価・換算差額等合計 △88 △103

純資産合計 18,447 18,851

負債純資産合計 45,602 44,854
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

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 145,086 142,060

売上原価   

商品期首たな卸高 12,164 11,383

当期商品仕入高 105,446 102,882

合計 117,610 114,266

他勘定振替高 － 583

商品期末たな卸高 11,383 10,870

売上原価合計 106,226 102,812

売上総利益 38,859 39,248

営業収入   

不動産賃貸収入 745 721

その他の営業収入 289 222

営業総収入合計 1,034 943

営業総利益 39,894 40,192

販売費及び一般管理費   

役員報酬 149 155

給料 13,753 14,168

賞与 1,437 1,351

賞与引当金繰入額 592 577

退職給付費用 160 430

役員退職慰労引当金繰入額 4 －

福利厚生費 1,855 1,800

広告宣伝費 3,627 3,394

通信交通費 312 309

消耗品費 451 523

車両費 25 19

水道光熱費 1,486 1,344

修繕維持費 1,539 1,493

地代家賃 8,041 7,935

賃借料 747 592

減価償却費 1,484 1,390

租税公課 769 777

雑費 1,807 1,600

販売費及び一般管理費合計 38,246 37,866

営業利益 1,647 2,325
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(単位：百万円)

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 65 53

受取配当金 58 155

固定資産受贈益 30 28

協賛金収入 3 －

雑収入 116 101

営業外収益合計 275 338

営業外費用   

支払利息 117 91

店舗閉鎖損失 52 －

貸倒引当金繰入額 － 35

雑損失 25 24

営業外費用合計 195 151

経常利益 1,728 2,513

特別利益   

投資有価証券売却益 2 －

過年度店舗損失修正益 98 －

保険解約返戻金 36 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 53

その他 2 －

特別利益合計 140 53

特別損失   

固定資産除却損 15 6

減損損失 393 527

たな卸資産評価損 － 583

災害による損失 － 32

関係会社株式評価損 － 38

店舗閉鎖損失引当金繰入額 462 －

その他 118 43

特別損失合計 990 1,231

税引前当期純利益 877 1,335

法人税、住民税及び事業税 313 719

過年度法人税等戻入額 △122 －

法人税等調整額 173 △64

法人税等合計 364 655

当期純利益 513 679
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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 5,660 6,401

当期変動額   

新株の発行 741 －

当期変動額合計 741 －

当期末残高 6,401 6,401

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,945 5,686

当期変動額   

新株の発行 741 －

当期変動額合計 741 －

当期末残高 5,686 5,686

資本剰余金合計   

前期末残高 4,945 5,686

当期変動額   

新株の発行 741 －

当期変動額合計 741 －

当期末残高 5,686 5,686

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,235 1,235

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,235 1,235

その他利益剰余金   

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 84 －

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 △84 －

当期変動額合計 △84 －

当期末残高 － －

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 － 79

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 83 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △3 △13

当期変動額合計 79 △13

当期末残高 79 66

別途積立金   

前期末残高 4,272 4,272

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,272 4,272
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(単位：百万円)

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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 601 870

当期変動額   

剰余金の配当 △249 △258

固定資産圧縮積立金の積立 0 －

固定資産圧縮積立金の取崩 3 13

当期純利益 513 679

自己株式処分差損 △0 △0

当期変動額合計 268 434

当期末残高 870 1,305

利益剰余金合計   

前期末残高 6,194 6,458

当期変動額   

剰余金の配当 △249 △258

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 513 679

自己株式処分差損 △0 △0

当期変動額合計 264 420

当期末残高 6,458 6,879

自己株式   

前期末残高 △9 △11

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 △11 △12

株主資本合計   

前期末残高 16,791 18,535

当期変動額   

新株の発行 1,482 －

剰余金の配当 △249 △258

当期純利益 513 679

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 0 0

自己株式処分差損 △0 △0

当期変動額合計 1,744 419

当期末残高 18,535 18,955
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(単位：百万円)

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 109 △88

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △198 △15

当期変動額合計 △198 △15

当期末残高 △88 △103

評価・換算差額等合計   

前期末残高 109 △88

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △198 △15

当期変動額合計 △198 △15

当期末残高 △88 △103

純資産合計   

前期末残高 16,901 18,447

当期変動額   

新株の発行 1,482 －

剰余金の配当 △249 △258

当期純利益 513 679

自己株式の取得 △2 △1

自己株式の処分 0 0

自己株式処分差損 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △198 △15

当期変動額合計 1,546 404

当期末残高 18,447 18,851
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該当事項はありません。 

(4)継続企業の前提に関する注記
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①代表者の異動 

  代表取締役会長 井元 哲夫（現 代表取締役副社長兼副社長執行役員） 
  

②その他の役員の異動 

  該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動（平成22年５月17日予定）

(2) その他

事業別販売実績

（単位：百万円）
前連結会計年度 当連結会計年度

増減   
（△は減）

(自 平成20年２月21日 (自 平成21年２月21日

 至 平成21年２月20日) 至 平成22年２月20日)

売上高 構成比(%) 売上高 構成比(%)

商
品
小
売
業

ドラッグストア事業 103,022 69.7 100,667 69.7 △ 2,354

フ  ー  ド  事 業 41,886 28.4 41,231 28.6 △ 654

ドーナツ製造販売 1,209 0.8 1,142 0.8 △ 66

商  品  供  給 他 858 0.6 800 0.6 △ 57

商 品 小 売 業 計 146,977 99.5 143,842 99.7 △ 3,134

そ  の  他  事  業 744 0.5 495 0.3 △ 248

合   計 147,722 100.0 144,338 100.0 △ 3,383

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

商品部門別売上状況

（単位：百万円）
前連結会計年度 当連結会計年度

増減   
（△は減）

(自 平成20年２月21日 (自 平成21年２月21日

 至 平成21年２月20日) 至 平成22年２月20日)

売上高 構成比(%) 売上高 構成比(%)

商
品
小
売
業

一 般 食 料 品 33,340 22.6 32,613 22.6 △ 727

生 鮮 食 料 品 18,183 12.3 17,943 12.4 △ 240

雑    貨    品 35,397 24.0 34,770 24.1 △ 627

薬          品 29,146 19.7 29,025 20.1 △ 121

化    粧    品 29,693 20.1 28,336 19.6 △ 1,356

そ    の    他 359 0.2 353 0.3 △ 5

小      計 146,122 98.9 143,043 99.1 △ 3,079

商 品 供 給 他 854 0.6 799 0.6 △ 55

商品小売業他 146,977 99.5 143,842 99.7 △ 3,134

そ の 他 事 業 744 0.5 495 0.3 △ 248

合       計 147,722 100.0 144,338 100.0 △ 3,383

(注)１．商品供給他は、主として販売特約店に対するもの等であります。

    ２．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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