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1.  22年2月期の業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

平成21年２月期は連結財務諸表を作成しているため「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」及び「現金及び現金同等物の期末残高」については記載しておりません。  

(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 44,329 △12.1 730 12.2 972 27.6 167 165.8
21年2月期 50,413 ― 651 ― 761 ― 62 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年2月期 15.08 ― 2.0 4.6 1.6
21年2月期 5.67 ― 0.7 3.6 1.3

（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 20,050 8,532 42.5 767.65
21年2月期 21,602 8,503 39.3 765.04

（参考） 自己資本   22年2月期  8,524百万円 21年2月期  8,495百万円

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 1,713 △269 △1,405 3,828
21年2月期 ― ― ― ―

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 ― 12.00 12.00 133 211.6 1.6
22年2月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 133 79.6 1.6
23年2月期 

（予想）
― 0.00 ― 12.00 12.00 ―

3.  23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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

21,440 △9.1 510 1.6 580 △16.3 270 △35.3 24.32

通期 41,000 △7.5 800 9.5 900 △7.4 380 127.0 34.22
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(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、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期 11,105,200株 21年2月期 11,105,200株
② 期末自己株式数 22年2月期  858株 21年2月期  598株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、経済状況等により実績はこれらの予想数値から乖
離する可能性があります。 
２．平成20年２月期は決算期変更に伴い、11ヶ月の変則決算（平成19年４月１日から平成20年２月29日まで）となり、会計期間が異なるため、平成21年２月
期の対前期増減率は掲載しておりません。 
３．平成21年３月１日より、連結子会社（株式会社ジョイスサポート）の業務の大部分を当社へ移管したことに伴い、同社の総資産、営業収益、当期純利益
及び利益剰余金等は連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、平成22年２月期より、連結の範囲から除外しております。 
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(1）経営成績に関する分析 

 ①当期における業績の概要 

当事業年度におけるわが国の経済状況は、一昨年来の景気低迷の影響から、先行きが不透明な状況で推移いたし

ました。小売業界におきましても、節約志向や生活防衛意識の高まりから個人消費は伸び悩み、企業間における店

舗間競争や価格競争の激化と合わせ、依然厳しい状況が続いております。 

このような環境の中、当社は組織風土の活性化と経営理念の更なる実践のため、全員参画型の運営を行う一方、

営業体制の充実に取り組んでまいりました。 

販売面では、販売計画の精度向上を図り、お客様のライフスタイルや地域の行事、歳時にあわせた食の提案を店

舗のパートナー社員が主体となって取り組み、商品の付加価値を追求しながら、その成果を社内で共有すること

で、成功事例の他店への展開と継続を実施してまいりました。一方、お客様の価格感度に応えるため、日常生活に

必要な商品を中心に1,800品目以上の商品を「家計応援価格」として選定し、値下げを実施いたしました。 

商品面では、「安心」「安全」と「地産地消」の考えのもと、岩手の食材を活かし、「美味しさとお求めやすい

価格」にこだわったオリジナル商品「岩手の恵み」を開発し、第１弾として、平成21年11月に９品目を発売、さら

に平成22年１月には６品目を追加発売し、いずれもお客様からご好評を頂いております。今後も同商品の開発並び

に品揃えの拡充を進めてまいります。 

改装関連では、地域の皆様の利便性向上と商業集積の充実を図るため、平成21年５月に「ジョイフルタウンみた

け」（岩手県盛岡市）を、平成21年９月には「スーパーセンター平泉」（岩手県西磐井郡）を、「ジョイフルタウ

ン平泉」として食品スーパーマーケット部門に特化した売場展開とテナント編成の強化を図り、それぞれリモデル

してグランドオープンいたしました。 

食品スーパーマーケット事業への経営資源の集中を進めるため、平成21年７月までに衣料部門とノンフード部門

からそれぞれ撤退及び縮小を実施した他、店舗収益改善の観点から、一部店舗におきまして、深夜の営業体制を見

直して営業時間を短縮し、平成21年８月には「ジョイス萩荘店」（岩手県一関市）を閉鎖いたしました。 

一般管理費につきましては、責任部署を明確にし、費用項目ごとに細かい内容まで徹底した実証と検証を行い、

全体の見直しを図りました。  

その他、環境・リサイクル関連法令に対しては、プロジェクトチームを発足させ、取り組みを強化いたしまし

た。また、衛生管理につきましては、新たに専任者を配置し一段と体制の充実を図りました。 

 これらの結果、営業収益（売上高と営業収入の合計）は、443億29百万円（前年同期比12.1％減）となりまし

た。 

一方、利益面につきましては、荒利益率の改善により、営業利益は７億30百万円（同12.2％増）、経常利益は９

億72百万円（同27.6％増）と前事業年度の数値を上回りました。 

また、特別損失に、減損損失等６億56百万円を計上したことなどにより、当期純利益は１億67百万円（同

165.8％増）となりました。 

  

（注）平成21年３月１日より、子会社である株式会社ジョイスサポートの業務の大部分を当社へ移管したことに伴い、同社の総資

産、営業収益、当期純利益及び利益剰余金等は、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要

性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。 

１．経営成績
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 ②次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、景気回復の目処が立たないなど、引き続き厳しい環境が続くものと予想されます。

このような中、営業収益におきましては、食品スーパーマーケットへの経営資源の集中から、営業収益は410億 

円と、当期と比較し減収となる見込みでありますが、荒利率の改善、経費コントロールが安定したことなどにより、

営業利益８億円、経常利益９億円、当期純利益は３億80百万円を見込んでおります。 

 

  

 ※上記業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、経済状況等によ

り実績はこれらの予想数値から乖離する可能性があります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当事業年度末の総資産は、200億50百万円（前事業年度末216億２百万円）となり、前事業年度に比べ15億51百万

円減少いたしました。 

流動資産は、60億18百万円（前事業年度末64億57百万円）となり、４億39百万円減少いたしました。これは主

に、店舗の閉鎖や部門の見直し等により、商品が４億35百万円減少したことなどによるものです。 

固定資産は、140億32百万円（前事業年度末151億44百万円）となり、11億12百万円減少いたしました。これは主

に、減価償却額８億34百万円、減損損失による減少４億36百万円などがあったことによるものであります。 

(負債) 

流動負債は、85億９百万円（前事業年度末91億96百万円）となり、６億86百万円減少いたしました。これは主

に、買掛金の減少２億92百万円、短期借入金の返済による３億円の減少などによるものです。固定負債は、30億８

百万円（前事業年度末39億２百万円）となり、８億93百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金の返済に

よる減少８億78百万円などによるものです。  

 （純資産） 

純資産合計は、85億32百万円（前事業年度末85億３百万円）となり、28百万円増加いたしました。これは主に、

当期純利益１億67百万円、剰余金の配当１億33百万円などがあっ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 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、38億28百万円となりました。 

また当事業年度中における各キャッシュ・フロー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) 

営業活動による資金の増加は、税金等調整前当期純利益３億31百万円、減価償却費８億34百万円、店舗閉鎖損失

１億98百万円、減損損失４億36百万円、仕入債務の減少２億92百万円、法人税等の支払額２億５百万円の支出等が

あったことなどにより、17億13百万円となりました。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動による資金は、有形固定資産の取得等による支出２億35百万円などにより２億69百万円の減少となりま

した。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動による資金は、短期借入金の純減による支出３億円、長期借入金の返済による支出９億72百万円、配当

金の支払１億32百万円等により、14億５百万円の減少となりました。 
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なお、キャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。 

 （注）各指標の算出は、以下の算式によります。 

※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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

1． 株主時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

2． キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

3． 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払っている全ての負債を対象としております。 

4． 平成 20 年２月期につきましては営業キャッシュ・フローがマイナスのため指標の表示をしておりません。 

5. 平成 21 年２月期以前は、連結財務諸表を作成しているため、連結ベースの財務数値より計算しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、「資本」は株主の皆さまからお預かりしたものとの考えに立ち、利益配分に関しては、常に株主資本利

益率と配当性向を重視することを基本方針としております。これまでどおり商品力の強化、新規出店、Ｍ＆Ａなど

により経営規模、業績の拡大を図りながら、1 株当たりの純資産を高めることを前提として、配当による利益還元

を続けてまいります。配当は、業績に連動した積極的な還元を基本に、安定的な配当水準の維持に努力いたしま

す。 

 また、内部留保金につきましては、新店舗の建設、リニューアル、情報システムの構築等への設備投資に充当す

る予定であります。 

この基本方針をもとに、平成22年２月期の期末配当金につきましては１株当たり12円を平成22年５月25日開催の

第69回定時株主総会に付議する予定であります。 

また、次期配当金につきましては、期末配当として12円を予定しております。 

  

(4）事業等のリスク 

  当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は次のようなものがありま

す。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家に対する積極的な情報開示の観点

から開示しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の

対応に努める所存であります。なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断し

たものであります。 

 ① 出店に関する法的規制について 

当社は、食料品及び日用雑貨等の販売を中心とした小売業を営んでおります。当社の事業は出店するにあた

り、「大規模小売店舗立地法」の規制を受けます。当社といたしましては、今後の売場面積1,000㎡以上の新規出

店並びに既存店舗の増改築の際、当該法律の規制を受けることになりますが、官公庁及び地域住民の方々との調

整を図りながら店舗展開を行っていく方針であります。しかしながら、これらの法的規制等により計画どおりの

出店ができない場合には、当社の今後の業績に影響を及ぼすことがあります。 

 ② 競合等の影響について 

当社の総店舗数は、岩手県内に37店舗、秋田県内に３店舗の合計40店舗となっておりますが、同業、異業種に

よる競合店の新規出店が相次いでおります。当然、当社としても競争力の確保に努めておりますが、競合関係が

激化し当社の業績が影響を受ける場合があります。 

  平成19年３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（％）  39.0  41.8  39.9  42.5

時価ベースの自己資本比率（％）  26.0  26.6  23.6  21.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年） 
 1.6  －  1.7  2.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  87.7  －  59.3  52.5
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 ③ 食品衛生管理及び品質表示について 

 当社は、小売業として「食品衛生法」「ＪＡＳ法」「計量法」「景品表示法」等の規制を受けております。当

社では、衛生管理、鮮度管理、温度管理等を徹底することにより食中毒等の発生防止に取り組んでおります。 

また、本部担当者や内部監査室による店舗巡回、指導を強化し、適切な品質表示に努めております。長年にわ

たって食中毒の発生は確認しておりませんが、当社の衛生管理のための諸施策にもかかわらず、食中毒等が将来

発生する可能性は否定できません。万一、食中毒が発生した場合、販売する商品に問題が生じた場合は当社の業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ④ 金利変動について 

当社の、当事業年度末現在の長期借入金は19億２百万円（一年内返済予定の長期借入金含む）であります。今

後、金利の急激な上昇等がおこった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑤ 税制改正について 

税制の改正等による、大幅な増税等により消費の大きな低迷があった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

 ⑥ 減損会計の影響について 

当社は、土地、建物を一部自社所有しております。事業用固定資産に対する減損会計の導入により、保有固定

資産に減損処理の必要が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑦ 人材の確保について 

当社は、社員の人材育成において、各種の研修、試験、表彰の制度を充実させる等教育の充実を図っており、

出店に対応できるシステムの構築に努めております。しかし、人材の採用等が計画どおり進まない場合、新規出

店計画の見直しや店舗の管理レベルの低下等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑧ 自然災害について 

 当社が主に店舗を展開しております岩手県及び秋田県では、過去に大きな地震が発生しております。これま

で、大きな影響を受けておりませんが、今後、大地震等の自然災害により大きな被害を受けた場合、当社の業績

に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社は、岩手県及び秋田県の両県において食品スーパーマーケット事業を営んでおります。 

平成21年３月１日より、子会社である株式会社ジョイスサポートの業務の大部分を当社へ移管したことに伴い、同社

の総資産、営業収益、当期純利益及び利益剰余金等は、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を

妨げない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。なお、平成22年６月１日付で同社

を吸収合併する予定です。 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

 
  

  

２．企業集団の状況
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(1)会社の経営の基本方針 

当社は、食品スーパーマーケットの経営を通じ、お客様のライフスタイルや地域の行事、歳時に合わせた食の提案

をしながら商品の付加価値を追求することで、お客様の日常生活をより豊かにし、地域社会に貢献することを基本理

念として経営活動を行っております。一方、リサイクル等の環境問題にも積極的に取り組んでまいりました。 

今後におきましても、岩手県内はもとより隣県にも出店を計画しており、企業体質の強化を図りながら、企業価

値、株主価値を高めてまいります。 

  

(2)目標とする経営指標 

当社は、営業収益対経常利益率３％以上を安定的に確保することを目標としております。 

 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

当社は、平成22年２月28日現在で岩手県内に37店舗、秋田県内に３店舗の計40店舗を展開しておりますが、今後に

おいても、北東北における、より一層のドミナント（面展開）形成と経営効率の改善に努めてまいります。 

 一方、顧客ニーズに合ったマーチャンダイジングの強化につきましても積極的に推進してまいります。  

  

(4) 対処すべき課題 

 小売業を取り巻く環境は、景気の悪化や個人消費の先行きが不透明なことに加え、企業間における店舗間競争や

価格競争が一層厳しさを増してくるものと思われます。 

また、食品の安全性や環境に対する要求が厳しくなり、安心、安全、健康に対するニーズへの更なる対応も求め

られております。 

このような状況の中で、当社が対処すべき課題は次のとおりであります。 

① 企業体質の強化 

 健全な成長をより確かなものにするため、店舗損益と部門損益の効率化に取り組むとともに、資産効率の向

上や有利子負債の削減など財務体質の強化を図り企業体質の強化に努めてまいります。 

② 営業力の強化 

 付加価値追求、食の提案型の食品スーパーマーケットの経営を通じ、お客様に対し、安全でおいしい食品を

より快適な売場環境で提供し続けることが社会的責務であると考えております。そのために引き続き商品開

発、産地開発、商品の提供方法、物流体制及び作業段取りを改善するとともに、お客様への様々な食の提案や

催事企画にも取り組んでまいります。 

③ 店舗開発の強化 

 企業の成長の為に最も大切なのは店舗開発の成否と考えております。現在、岩手県、秋田県で店舗展開をし

ておりますが、出店用地の選定と開発を積極的に行い、チャンスを逃さない慎重かつ早い決定を行ってまいり

ます。 

④ 教育の徹底、拡大 

 出店を充分に支える教育体制と体系的な教育システムの整備並びに女性の生活体験の活用と戦力化を図って

まいります。特に、作業効率の改善、販売能力の向上を組織的に進めてまいります。 

また、従業員の資質及び技術力向上を目的に人事評価制度を見直すとともに、同制度と連動した教育体制を

構築しパートナー社員まで一環した教育訓練を進めてまいります。 

さらに、法令遵守、社内諸規程・ガイド遵守、リスク管理等を徹底するための社内指導体制を整備してまい

ります。 

⑤ 環境リサイクル関連法令への対応 

 食品リサイクル法、容器包装リサイクル法等の環境リサイクル関連法令への対応を積極的に推進してまいり

ます。 

  

（5）内部管理体制の整備・運用状況 

本事項につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所のホームページにおいて、コーポレート・ガバナンス

に関する報告書の「内部統制システム関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載されている事項と内容が重

複しますので、記載を省略しております。 

  

（6）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

３．経営方針
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４．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28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,837 3,875

売掛金 19 20

商品 1,711 1,275

貯蔵品 36 33

前払費用 109 110

繰延税金資産 135 154

未収入金 516 476

その他 92 71

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 6,457 6,018

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  15,699 ※1  15,343

減価償却累計額 △8,980 △9,365

建物（純額） 6,719 5,977

構築物 2,009 1,928

減価償却累計額 △1,433 △1,449

構築物（純額） 576 478

車両運搬具 12 10

減価償却累計額 △11 △9

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 2,781 2,700

減価償却累計額 △2,359 △2,418

工具、器具及び備品（純額） 421 281

土地 ※1  4,790 ※1  4,806

リース資産 － 10

減価償却累計額 － △1

リース資産（純額） － 9

建設仮勘定 3 10

有形固定資産合計 12,511 11,566

無形固定資産   

借地権 340 245

ソフトウエア 97 79

電話加入権 16 16

施設利用権 22 16

無形固定資産合計 476 358
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 159 152

関係会社株式 21 21

出資金 136 136

長期貸付金 18 12

長期前払費用 49 54

繰延税金資産 781 804

差入保証金 988 924

その他 0 0

投資その他の資産合計 2,156 2,107

固定資産合計 15,144 14,032

資産合計 21,602 20,050

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,777 3,484

短期借入金 ※1  2,670 ※1  2,370

1年内返済予定の長期借入金 ※1  972 ※1  878

リース債務 － 3

未払金 1,217 1,117

未払費用 0 0

未払法人税等 69 72

未払消費税等 61 187

預り金 253 229

ポイント引当金 60 65

その他 113 100

流動負債合計 9,196 8,509

固定負債   

長期借入金 ※1  1,902 ※1  1,024

リース債務 － 14

退職給付引当金 1,087 1,123

役員退職慰労引当金 153 125

長期預り保証金 669 654

その他 89 65

固定負債合計 3,902 3,008

負債合計 13,098 11,517
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,052 1,052

資本剰余金   

資本準備金 968 968

資本剰余金合計 968 968

利益剰余金   

利益準備金 168 168

その他利益剰余金   

退職積立金 395 395

配当平均積立金 270 270

土地圧縮積立金 154 154

別途積立金 5,275 5,275

繰越利益剰余金 234 268

利益剰余金合計 6,496 6,530

自己株式 △0 △0

株主資本合計 8,517 8,551

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21 △27

評価・換算差額等合計 △21 △27

新株予約権 8 8

純資産合計 8,503 8,532

負債純資産合計 21,602 20,050
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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３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 49,737 43,718

売上原価   

商品期首たな卸高 2,128 1,711

当期商品仕入高 37,240 32,038

合計 39,369 33,749

商品期末たな卸高 1,711 1,275

商品売上原価 37,657 32,474

売上総利益 12,079 11,244

営業収入 675 610

営業総利益 12,755 11,855

販売費及び一般管理費   

販売促進費 410 378

包装費 132 113

広告宣伝費 454 405

ポイント引当金繰入額 60 65

給料 2,544 2,511

雑給 2,830 2,745

退職給付費用 97 98

法定福利費 496 493

租税公課 228 173

地代家賃 938 788

電力料 1,030 900

清掃保安費 403 346

減価償却費 875 802

その他 1,599 1,300

販売費及び一般管理費合計 12,104 11,124

営業利益 651 730

営業外収益   

受取利息 11 6

受取配当金 15 114

不動産賃貸料 ※1  82 ※1  186

その他 66 79

営業外収益合計 175 387

営業外費用   

支払利息 60 38

不動産賃貸原価 － 98

その他 4 9

営業外費用合計 64 145

経常利益 761 972
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※2  0 ※2  0

テナント退店違約金受入 13 14

特別利益合計 13 15

特別損失   

固定資産売却損 ※3  0 －

固定資産除却損 ※4  19 ※4  21

店舗閉鎖損失 293 198

出店中止損 35 －

投資有価証券評価損 54 －

減損損失 ※5  173 ※5  436

災害による損失 43 －

特別損失合計 619 656

税引前当期純利益 156 331

法人税、住民税及び事業税 240 202

法人税等調整額 △146 △39

法人税等合計 93 163

当期純利益 62 167
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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３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,052 1,052

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,052 1,052

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 968 968

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 968 968

資本剰余金合計   

前期末残高 968 968

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 968 968

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 168 168

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 168 168

その他利益剰余金   

前期末残高 6,398 6,328

当期変動額   

剰余金の配当 △133 △133

当期純利益 62 167

当期変動額合計 △70 34

当期末残高 6,328 6,362

利益剰余金合計   

前期末残高 6,566 6,496

当期変動額   

剰余金の配当 △133 △133

当期純利益 62 167

当期変動額合計 △70 34

当期末残高 6,496 6,530

自己株式   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △0 △0
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本合計   

前期末残高 8,587 8,517

当期変動額   

剰余金の配当 △133 △133

当期純利益 62 167

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △70 34

当期末残高 8,517 8,551

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △30 △21

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9 △5

当期変動額合計 9 △5

当期末残高 △21 △27

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △30 △21

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9 △5

当期変動額合計 9 △5

当期末残高 △21 △27

新株予約権   

前期末残高 6 8

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 －

当期変動額合計 2 －

当期末残高 8 8

純資産合計   

前期末残高 8,562 8,503

当期変動額   

剰余金の配当 △133 △133

当期純利益 62 167

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11 △5

当期変動額合計 △58 28

当期末残高 8,503 8,532
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 （※） その他利益剰余金の内訳 

株主資本等変動計算書の欄外注記

  退職積立金 配当平均積立金 土地圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 合計

平成21年２月28日残高（百万円）  395 270 154 5,275  234 6,328

事業年度中の変動額                               

剰余金の配当                      △133 △133

当期純利益                      167 167

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）                               

事業年度中の変動額合計（百万円）  － － － －  34 34

平成22年２月28日残高（百万円）  395 270 154 5,275  268 6,362
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益 331

減価償却費 834

減損損失 436

ポイント引当金の増減額（△は減少） 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28

受取利息及び受取配当金 △121

支払利息 38

固定資産売却損益（△は益） △0

固定資産除却損 21

店舗閉鎖損失 198

テナント退店違約金受入 △14

たな卸資産の増減額（△は増加） 438

未収入金の増減額（△は増加） 33

仕入債務の増減額（△は減少） △292

未払金の増減額（△は減少） △105

預り金の増減額（△は減少） 2

未払消費税等の増減額（△は減少） 125

その他 △39

小計 1,899

利息及び配当金の受取額 116

利息の支払額 △32

店舗等閉鎖損失の支払額 △69

テナント退店違約金受入の受取額 4

法人税等の支払額 △205

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,713

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 △235

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △14

預り保証金の返還による支出 △53

預り保証金の受入による収入 23

差入保証金の差入による支出 △3

差入保証金の回収による収入 17

投資有価証券の取得による支出 △3

投資有価証券の売却による収入 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △269

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） △300

長期借入金の返済による支出 △972

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △132

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,405

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 38

現金及び現金同等物の期首残高 3,789

現金及び現金同等物の期末残高 ※  3,828

㈱ジョイス（8080）平成22年２月期決算短信

17



 該当事項はありません。  

  

  

(5）継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

 期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

により算定しております。） 

(2）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 

商品 

生鮮食品  最終仕入原価法 

商品 

生鮮食品   

 最終仕入原価法 

  その他   売価還元原価法 その他    

 売価還元原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切下げの方法によ

り算定しております。） 

  貯蔵品    最終仕入原価法 貯蔵品     

 最終仕入原価法 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。 

 また、事業用定期借地権契約による

借地上の建物・構築物については、耐

用年数を定期借地権の残存期間、残存

価額を零とした定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        10年～34年 

構築物       10年～20年 

工具、器具及び備品 ４年～10年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。 

 また、事業用定期借地権契約による

借地上の建物・構築物については、耐

用年数を定期借地権の残存期間、残存

価額を零とした定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        10年～34年 

構築物       10年～20年 

工具、器具及び備品 ４年～10年 

  (2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 ただし、定期借地権（当該借地権を

設定している土地の改良費等）につい

ては、賃借期間を基準とした定額法に

よっております。 

 また、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 ただし、定期借地権（当該借地権を

設定している土地の改良費等）につい

ては、賃借期間を基準とした定額法に

よっております。 

 また、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっており

ます。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

    

  

(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て、残存

価額を零とする定額法を採用しており

ます。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成21年２月28日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりま

す。  

  (3）長期前払費用 

 定額法によっております。 

(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）ポイント引当金 

 ポイントカード制度により発行され

る商品値引券の利用に備えるため、将

来利用されると見込まれる額を計上し

ております。 

(2）ポイント引当金 

同左 

  (3）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の見込額に

基づき計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時におけ

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

按分した額を発生した事業年度から損

益処理することとしております。  

 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（10年）による定率法により翌

事業年度から損益処理することとして

おります。 

(3）退職給付引当金 

同左 

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28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 

──────  キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

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 

 税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

────── （リース取引に関する会計基準の適用）  

 「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 最終改正平成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 最終改正平成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、所有権移転外ファイナンス・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か

ら通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更

し、リース資産として計上することとしております。

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間

を耐用年数とし、残存価額をゼロ（残価保証の取り決

めがある場合には、残価保証額）とする定額法によっ

ております。 

 なお、リース取引開始日が平成21年２月28日以前の

所有権移転外ファイナンス・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を引き

続き採用しております。 

 これによる、当事業年度の営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。 

（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、

従来、主として売価還元法による原価法を適用してお

りましたが、「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

当事業年度から適用されたことに伴い、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）により算定し

ております。これによる当事業年度の営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であり

ます。 

（不動産賃貸料及び不動産賃貸原価の計上方法の変更）  

 閉鎖した店舗における不動産賃貸料については、従

来、営業収入に含めて計上し、また、これにかかる賃

貸費用は販売費及び一般管理費に含めて計上しており

ましたが、当事業年度より、賃貸料は営業外収益の

「不動産賃貸料」に、賃貸費用は営業外費用の「不動

産賃貸原価」にそれぞれ計上する方法に変更しており

ます。 

 この変更は、事業内容の見直しに伴い、閉鎖店舗の

位置づけが変更されたことによるものであります。 

 これにより、当事業年度の営業総利益が104百万

円、営業利益が６百万円それぞれ減少しておりますが

経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありま

せん。  
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年２月28日） 

当事業年度 
（平成22年２月28日） 

※１ 担保に供している資産及び対応する債務は次のとお

りであります。 

(1）担保提供資産 

※１ 担保に供している資産及び対応する債務は次のとお

りであります。 

(1）担保提供資産 

建物 百万円1,910

土地 百万円2,859

計 百万円4,769

建物 百万円1,779

土地 百万円2,223

計 百万円4,003

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 

短期借入金 百万円1,620

１年内返済予定の長期借入金 百万円835

長期借入金 百万円1,902

計 百万円4,358

短期借入金 百万円1,696

１年内返済予定の長期借入金 百万円878

長期借入金 百万円1,024

計 百万円3,598

 ２ 保証債務 

 協同組合ベルセンターの銀行借入れに対する他社

（13社）との共同保証債務を行っております。 

 ２ 保証債務 

 協同組合ベルセンターの銀行借入れに対する他社

（12社）との共同保証債務を行っております。 

  百万円254   百万円230
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

※１ 不動産賃貸料は、閉鎖事業所の敷地等の不動産賃貸

収入であります。 

※１         同左          

※２ 固定資産売却益の主な内容は、次のとおりでありま

す。 

※２ 固定資産売却益の主な内容は、次のとおりでありま

す。 

車両運搬具 百万円0 車両運搬具 百万円0

※３ 固定資産売却損の主な内容は、次のとおりでありま

す。 

※３                  ────── 

車両運搬具 百万円0    

※４ 固定資産除却損の主な内容は、次のとおりでありま

す。 

※４ 固定資産除却損の主な内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 百万円10

構築物 百万円2

工具、器具及び備品 百万円7

車両運搬具 百万円0

建物 百万円1

構築物 百万円15

工具、器具及び備品 百万円4

車両運搬具 百万円0

※５ 減損損失 

 当事業年度において、当社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。 

※５ 減損損失 

 当事業年度において、当社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 場所(件数) 種類 金額(百万円)

店舗等 
  

秋田県 
（１件） 

建物  161

構築物  8

    
工具、器具 
及び備品 

 2

    リース資産  0

    借地権  1

    施設利用権  0

合計 （１件）    173

用途 種類 場所(件数) 金額(百万円)

店舗等 
  

建物 

構築物 

車両運搬具 

工具、器具 
及び備品 

リース資産 

土地 

借地権 

施設利用権  

岩手県  
（３件）  

 313

秋田県 
（１件）  

 123

合計      436

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

して店舗を基本単位に資産のグルーピングをしており

ます。 

 遊休資産等については、物件毎に資産のグルーピン

グをしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナス、又は

継続してマイナスとなる見込である店舗等の資産グル

ープ及び市場価格が帳簿価額より著しく下落している

遊休資産等については、各資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（173百万円）として特別損失に計上しております。 

 なお、上記「店舗等」については、建物等の取り壊

しが決定したことから帳簿価額全額を減損損失として

計上しております。 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位と

して店舗を基本単位に資産のグルーピングをしており

ます。 

 遊休資産等については、物件毎に資産のグルーピン

グをしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナス、又は

継続してマイナスとなる見込である店舗等の資産グル

ープ及び市場価格が帳簿価額より著しく下落している

遊休資産等については、各資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（436百万円）として特別損失に計上しております。 

 その内訳は、建物273百万円、構築物11百万円、車

両運搬具０百万円、工具、器具及び備品51百万円、リ

ース資産８百万円、土地４百万円、借地権87百万円、

施設利用権０百万円であります。なお、当該資産グル

ープの回収可能価額の算定に当たっては、正味売却価

額と使用価値を比較し、いずれか高いほうの金額を回

収可能価額としております。正味売却価額については

不動産鑑定評価額、使用価値については、将来キャッ

シュ・フローを加重平均コスト2.50％で割引いたして

おります。 
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前事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

１ 自己株式に関する事項 

 （注） 自己株式の増加は、単元未満株の買取請求による増加430株であります。 

当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28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 

 （注） 自己株式の増加は、単元未満株の買取請求による増加260株であります。 

２ 新株予約権に関する事項 

 （注） 上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものです。  

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

（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 

自己株式                     

普通株式（株）（注）       168       430       －       598

合計       168       430       －       598

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

発行済株式                     

普通株式（株）  11,105,200    －     －       11,105,200

合計 11,105,200     －     －       11,105,200

自己株式                     

普通株式（株）（注）       598       260       －       858

合計       598       260       －       858

会社名 内訳 
目的となる株
式の種類 

目的となる株式の数（株） 
当事業年度
末残高 
（百万円） 

前事業年度
末 

増加 減少 
当事業年度
末 

提出会社 

ストック・オプ

ションとしての

新株予約権 

普通株式  － 8

合計  －      8

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26日 

定時株主総会 
普通株式     133     12 平成21年２月28日 平成21年５月27日 

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25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金     133     12 平成22年２月28日 平成22年５月26日
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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３月１日 
至 平成21年２月28日）  

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日）  

           ────── １ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係 

（平成22年２月28日現在）

  現金及び預金      百万円3,875

預入期間が３ケ月を超える定

期預金 
     百万円△47

現金及び現金同等物      百万円3,828
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１. リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１. リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

工具、器具 

及び備品 

（百万円） 

ソフトウェア 

（百万円） 

計 

（百万円） 

取得価額相当額 982  25 1,007

減価償却累計額相

当額 
634  20 654

減損損失累計額相

当額 
67  2 69

期末残高相当額 280  3 283

  

工具、器具 

及び備品 

（百万円） 

計 

（百万円） 

取得価額相当額 598  598

減価償却累計額相

当額 
381  381

減損損失累計額相

当額 
55  55

期末残高相当額 162  162

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

 （注）        同左 

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 百万円150

１年超 百万円174

計 百万円324

リース資産減損勘定期末残高 百万円41

１年内 百万円104

１年超 百万円78

計 百万円183

リース資産減損勘定期末残高 百万円20

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

 （注）        同左 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額 

支払リース料 百万円233

リース資産減損勘定の取崩額 百万円30

減価償却費相当額 百万円202

減損損失 百万円0

支払リース料 百万円151

リース資産減損勘定の取崩額 百万円20

減価償却費相当額 百万円131

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２. オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料  

２. オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年内 百万円49

１年超 百万円540

計 百万円589

１年内 百万円49

１年超 百万円490

計 百万円540
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 前事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日）における子会社株式及び関連会社株式で時価の

あるものはありません。 

  

当事業年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成22年２月28日現在） 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額（平成22年２月28日現在） 

(1）その他有価証券 

  

（有価証券関係）

区分 取得原価（百万円） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

（貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの）     

(1）株式     －  －  －

(2）債券                

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

（貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）     

(1）株式  172  131  △40

(2）債券           

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  172  131  △40

合計  172  131  △40

非上場株式 百万円14

投資事業有限責任組合への出資 百万円6
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当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

  

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として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 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項（平成21年２月28日） ２ 退職給付債務に関する事項（平成22年２月28日） 

イ 退職給付債務 百万円△1,097

ロ 年金資産 百万円－

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) 百万円△1,097

ニ 未認識数理計算上の差異 百万円43

ホ 未認識過去勤務債務 百万円△33

ヘ 貸借対照表計上額純額 

（ハ＋ニ＋ホ） 
百万円△1,087

ト 前払年金費用 百万円－

チ 退職給付引当金（ヘ－ト） 百万円△1,087

イ 退職給付債務 百万円△1,125

ロ 未認識数理計算上の差異 百万円25

ハ 未認識過去勤務債務 百万円△24

ニ 退職給付引当金 

（イ＋ロ＋ハ） 
百万円△1,123

３ 退職給付費用に関する事項（自平成20年３月１日 至

平成21年２月28日） 

３ 退職給付費用に関する事項（自平成21年３月１日 至

平成22年２月28日） 

イ 勤務費用 百万円72

ロ 利息費用 百万円21

ハ 期待運用収益 百万円－

ニ 数理計算上の差異の損益処理額 百万円11

ホ 過去勤務債務の費用処理額 百万円△8

ヘ 退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 
百万円97

イ 勤務費用 百万円75

ロ 利息費用 百万円21

ハ 数理計算上の差異の損益処理額 百万円8

ニ 過去勤務債務の費用処理額 百万円△8

ホ 退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ） 
百万円98

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率      ％2.0

ハ 過去勤務債務の額の処理年数 ５年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定額法によっております。） 

ニ 数理計算上の差異の処理年数 10年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定率法により、翌事業年度から

損益処理することとしております。） 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率      ％2.0

ハ 過去勤務債務の額の処理年数 ５年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定額法によっております。） 

ニ 数理計算上の差異の処理年数 10年

（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定率法により、翌事業年度から

損益処理することとしております。） 
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当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注） 株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

２ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用して

おります。 

（ストック・オプション等関係）

  
平成19年 
ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 50名 

株式の種類別のストック・オプションの数

（注） 
普通株式  302,000株 

付与日 平成19年５月１日 

権利確定条件 権利行使時においても当社従業員であることを要する。 

対象勤務期間 
平成19年５月１日～ 

平成20年６月23日 

権利行使期間 
平成20年６月24日～ 

平成23年６月22日 

  
平成19年 
ストック・オプション 

権利確定前（株）      

前事業年度末       －

付与       －

失効       －

権利確定       －

未確定残       －

権利確定後（株）      

前事業年度末       290,000

権利確定       －

権利行使       －

失効       18,000

未行使残       272,000

  
平成19年 
ストック・オプション 

権利行使価格（円）       547

行使時平均株価（円）       －

付与日における公正な評価単価（円）       29

㈱ジョイス（8080）平成22年２月期決算短信

29



（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年２月28日） 

当事業年度 
（平成22年２月28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 

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） 

未払事業税 百万円8

ポイント引当金 百万円24

退職給付引当金 百万円439

役員退職慰労引当金 百万円62

減価償却超過額 百万円120

減損損失 百万円260

その他有価証券評価差額金 百万円14

未払金 百万円83

その他 百万円39

繰延税金資産小計 百万円1,052

評価性引当額 百万円△20

繰延税金資産合計 百万円1,031

（繰延税金負債） 

土地圧縮積立金 百万円△104

その他 百万円△10

繰延税金負債合計 百万円△114

繰延税金資産の純額 百万円917

（繰延税金資産） 

未払事業税 百万円8

ポイント引当金 百万円26

退職給付引当金 百万円454

役員退職慰労引当金 百万円50

減価償却超過額 百万円365

土地 百万円13

借地権 百万円63

その他有価証券評価差額金 百万円18

未払金 百万円75

その他 百万円58

繰延税金資産小計 百万円1,134

評価性引当額 百万円△57

繰延税金資産合計 百万円1,077

（繰延税金負債） 

土地圧縮積立金 百万円△104

その他 百万円△13

繰延税金負債合計 百万円△117

繰延税金資産の純額 百万円959

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要な項目別の内訳 

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要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 ％40.4

（調整） 

住民税均等割等 ％21.7

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
％△3.3

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％1.8

評価性引当額の増加額 ％0.8

その他 ％△1.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％59.7

法定実効税率 ％40.4

（調整） 

留保金課税  ％0.6

住民税均等割等 ％9.4

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
％△13.7

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％1.2

評価性引当額の増加額 ％11.2

その他 ％0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％49.4
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当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

 該当事項はありません。  

  

当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

 役員及び法人主要株主等 

 （注）１ 取引金額、期末残高には消費税等は含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1）土地の賃借料は、不動産鑑定士の鑑定書に基づき決定しております。 

(2）保険取引については、一般取引条件と同様に決定しております。 

３ ㈱謙徳は「主要株主（会社等）」及び「その他の関係会社（当該その他の関係会社の親会社を含む）」にも

該当しております。 

（持分法損益等）

（関連当事者情報）

属性 会社等の
名称 住所 

資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等 

㈱謙徳 
岩手県 

盛岡市 
 100

損害保険代

理業 

被所有 

直接 34.3 

兼任２

名 

土地の

賃借 

損害保

険取引 

土地の賃借  6 前払費用 0

損害保険料

の支払い 
 18 前払費用 14

    
長期前払 

費用  
10
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 （注） 算定上の基礎 

１ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

２ １株当たり純資産額 

該当事項はありません。  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１株当たり純資産額 765円04銭

１株当たり当期純利益金額 5円67銭

１株当たり純資産額 767円65銭

１株当たり当期純利益金額 15円08銭

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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

同左 

  
前事業年度 

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円）  62  167

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）  62  167

普通株式の期中平均株式数（株）  11,104,862  11,104,545

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

新株予約権１種類（潜在株式の数

290,000株）。この概要は「新株

予約権等の状況」に記載のとおり

であります。 

新株予約権１種類（潜在株式の数

272,000株）。この概要は「新株

予約権等の状況」に記載のとおり

であります。 

  
前事業年度末 

（平成21年２月28日） 
当事業年度末 

（平成22年２月28日） 

純資産の部の合計額（百万円）  8,503  8,532

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 8  8

（うち新株予約権） （ ）8 （ ）8

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  8,495  8,524

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（株） 
 11,104,602  11,104,342

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動（平成22年５月25日予定） 

・退任予定代表取締役 

代表取締役兼会長  小苅米淳一（相談役 就任予定） 

  

② その他の役員の異動  

 該当事項はありません。 

  

(2）その他 

  部門別の販売実績  

  

５．その他

事業の内容 部門 金額（百万円） 前年同期比（％） 

小売業 

生鮮食品  16,431  88.1

加工食品  23,606  91.7

雑貨その他  3,680  68.9

売上高計   43,718  87.9

営業収入（テナント収入）  610  90.3

合計  44,329  87.9
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