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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たため、キャッシュ・フローの状況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）

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 140,960 14.3 3,605 △28.0 3,562 △29.8 1,476 △35.7
21年2月期 123,354 11.3 5,007 1.2 5,071 △0.3 2,295 △9.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年2月期 84.70 84.63 4.1 6.5 2.6
21年2月期 131.49 131.44 6.5 10.1 4.1

（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 57,404 36,653 63.8 2,101.06
21年2月期 51,584 35,847 69.5 2,056.38

（参考） 自己資本   22年2月期  36,647百万円 21年2月期  35,842百万円

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 5,739 △13,127 288 4,533
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 ― 39.00 39.00 679 29.7 1.9
22年2月期 ― 0.00 ― 36.00 36.00 627 42.5 1.7
23年2月期 

（予想）
― 0.00 ― 36.00 36.00 41.9

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）

 

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

77,000 12.3 1,700 48.6 1,600 36.6 450 21.4 25.80

通期 155,000 10.0 3,800 5.4 3,600 1.1 1,500 1.6 86.00
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(注)詳細は17ページ「重要な会計方針」に記載しております。 

(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26ページ「１株当たり情報」に記載しております。 

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 17,494,500株 21年2月期 17,494,500株
② 期末自己株式数 22年2月期  52,140株 21年2月期  64,740株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は、本資料発表日において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可
能性があります。業績予想に関する事項は、３ページの「１．経営成績(１)経営成績に関する分析」に記載しております。 
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

当事業年度におけるわが国経済は、政府の景気対策の効果や輸出の回復など、景気に一部持ち直しの動きが見ら

れたものの、国内需要は依然として本格的な回復には至らず、厳しい雇用情勢が続くなど、先行き不透明な状況で

推移いたしました。食品スーパーマーケット業界におきましても、お客さまの生活防衛意識はさらに高まるととも

に、企業間の低価格競争が一層激しさを増し、厳しい経営環境が続いております。 

こうした中で、当社は「危機こそ改革のチャンス 『コスト競争力』と『現場力』の強化」をスローガンに掲

げ、スーパーマーケットの原点に立ち返り、ゼロベースでの改革を進めてまいりました。 

販売面におきましては、節約志向・低価格志向に即応するため、地域一番のプライスリーダーシップの確立を目

指し、売れ筋商品の陳列数拡大によるわかりやすい売場づくりと商品補充回数の削減を目的とする品揃えアイテム

の絞込みや、イオンのプライベートブランド「トップバリュ」の拡販などに取り組みました。トップバリュについ

ては、100円以下でお買い求めいただける「ワンコインコーナー」の展開など、集合陳列による販売強化に努める

ほか、生活必需品を納得品質・低価格でご提供する「ベストプライスｂｙトップバリュ」の販売も好調に推移した

ことなどにより、その売上高構成比は9.2％と前事業年度に比し1.9ポイント増加いたしました。 

また、イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」対応のレジシステムを全店舗に導入し、お買物のたびにポイントがたま

るサービス機能を拡充するとともに、ＷＡＯＮのカードホルダー拡大にも積極的に取り組み、固定客づくりに努め

てまいりました。 

一方、売上の確保において厳しい環境が続く中、コスト競争力強化の取組みを推進し、経費１％削減を目標とす

る「Ｋ－１大作戦」を展開いたしました。また、ローコストオペレーションの実現に向け、店内作業の軽減を目指

した鮮魚・フードの一次加工所や、前事業年度に導入したＯＤＢＭＳ（自動補充発注システム）の活用に加え、Ｄ

ＥＯＳ（販売予測型のデイリー（日配品）自動補充発注システム）の新規導入などにより、作業効率の向上にも取

り組んでまいりました。 

店舗展開につきましては、新店10店舗を開設し営業基盤の拡大に努める一方で、４店舗を閉鎖いたしました。ま

た、2009年９月に、イオンリテール株式会社から同社が静岡県及び愛知県東部エリアで展開するマックスバリュ６

店舗を譲り受けたことにより、当事業年度末における店舗数は86店舗となりました。そのほか、店舗網の拡充に対

応すべく、2009年11月には、イオングループ共通の事業インフラとして開設されたイオン静岡ＲＤＣ（リージョナ

ル・ディストリビューション・センター、静岡県袋井市）からの商品供給をスタートいたしました。 

このほか、お客さまニーズへの対応と店舗収益構造の抜本的改善を図るべく、2010年１月にマックスバリュＥＸ

（エクスプレス）唐瀬店、同年２月にマックスバリュＥＸ浜松早出店及びマックスバリュＥＸ浜松飯田店の３店舗

をディスカウント業態へ転換し、新たな店舗運営モデル構築への取組みを開始いたしました。 

上記取組みとともに、昨年当社の一部店舗において社内ルールを逸脱した商品をご提供する事案を発生させたこ

とに対し、その主たる原因が当社の品質管理体制の不備にあったことを猛省し、再発防止策として、①原材料使用

基準・運用ルール等の見直しと整備、②在庫の適正化、③モニタリング体制の強化、④従業員教育・研修体制の再

構築、⑤情報収集体制の強化という５項目を策定し、その具現化に取り組んでまいりました。また、新たに①「コ

ミュニティー副店長」制度、②店舗後方施設見学制度を発足させるとともに、③新規の社外専門検査機関による立

ち入り調査の仕組みを導入し、これまで以上に品質管理の向上に努めてまいりました。 

以上のような取組みを進めてまいりましたが、お客さまの節約志向による買い控え傾向が続き、客数及び一人当

たり買上点数の既存店実績が低調に推移したことにより、既存店売上高は対前期比93.7％となりました。一方、経

費面においては、コスト削減の諸施策が一定の成果を上げたことにより、既存店の販売費及び一般管理費は対前期

比95.7％となりました。 

これらの結果、当期の業績は、売上高は1,409億60百万円（対前期比114.3％）、営業利益は36億５百万円（同

72.0％）、経常利益は35億62百万円（同70.2％）、当期純利益は14億76百万円（同64.3％）となりました。 
  

（店舗運営） 

店舗運営面におきましては、現場力の強化に向け、店舗の管理・運営水準の標準化と向上を目指し、お客さま視

点に基づく100の評価項目からなる業務監査に継続して取り組んでまいりました。また、お客さまへの安全・安心

な商品のご提供をさらに強化するため、社内ルールを見直すとともに、お客さま視点で品質管理業務の一端を担う

「コミュニティー副店長」制度や、お客さまに直接店舗の後方施設を見学していただく制度を一部店舗にて先行し

て実施し、お客さまの立場で品質管理体制を評価・確認いただく取組みを開始いたしました。この制度につきまし

ては、お客さまから一定の評価をいただくことができました。 

そのほか、ローコストオペレーションの実現に向け、グロッサリー（加工食品）・デイリー（日配品）・ノンフ

ーズ（非食品等）のステープル部門においては、部門の壁を取り払い、一体となって効率的に作業を進める「大部

屋化」への取組みを推進するなど、店舗の作業改善による生産性向上に努めました。  

（商品部門別の動向） 

お客さまの購買行動における低価格志向へのシフトが続く中、お客さまによる商品の選別はもとより店舗選別の

傾向は、より一層顕著になっております。 

そのような状況下において、お客さまへの 大のサービスは価格であると考え、仕入及び経費の見直しにより削

減したコストを原資として、より低価格な商品提供に向けた取組みを行ってまいりました。 

ステープル部門では、イオングループの需要集約機能を活用した仕入の拡大に取り組むとともに、トップバリュ

を主とした大量陳列コーナーの展開をはじめとして、安さの伝わる売場づくりにも取り組みました。デイリー部門

では、来店客数予測に基づいて販売予定数量の発注を行うＤＥＯＳを導入し、品切れやロスの削減に努めてまいり

ました。 

１．経営成績

- 3 -

マックスバリュ東海(株)　(8198)　平成22年２月期　決算短信(非連結)



  

②次期の見通し 

わが国経済は、一部において景気回復の兆しが見られるものの、景気の先行き不透明感は拭えず、個人消費は引

き続き低調に推移するものと思われます。また、食品スーパーマーケット業界におきましても、デフレ傾向が持続

する中、業種・業態を越えた低価格競争が一段と厳しさを増すものと予想されます。 

このような中、当社は、「高コスト体質からの決別 オペレーション改革元年！！」を2011年２月期のスローガ

ンに掲げ、オペレーションの構造を抜本的に見直すべく改革を断行することにより、収益力の回復強化に取り組ん

でまいります。 

店舗計画といたしましては、2010年3月に開設したマックスバリュ静岡曲金店を含め８店舗の新規開設を目指す

とともに、新たな事業モデルの構築に向けて、前事業年度に引き続き新たに既存９店舗をディスカウント業態へ転

換してまいります。 

収益面におきましては、消費環境の先行き不透明感が継続することを想定し、既存店売上高の伸び率は、対前期

比96.4％で設定する一方、オペレーション改革を中心とする売上高対人件費比率の改善など経費コントロールの一

層の強化により、売上が伸び悩む環境下においても安定的に利益を確保できる収益構造の実現を目指してまいりま

す。 

なお、2010年２月期においては事業規模のさらなる拡大を進める中、営業キャッシュ・フローを上回る設備投資

となりましたが、2011年２月期においては強固な財務体質を再構築すべく、営業キャッシュ・フロー内での新店・

改装等投資計画としていく方針であります。 

以上のような取組みにより、次期の業績につきましては、売上高1,550億円（対前期比110.0％）、営業利益38億

円（同105.4％）、経常利益36億円（同101.1％）、当期純利益15億円（同101.6％）を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産 

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比し、58億19百万円増加し、574億４百万円となっております。これ

は主に、新店やイオン静岡ＲＤＣ等の設備投資、イオンリテール株式会社よりのマックスバリュ６店舗の事業譲

受け、また会計方針の変更によるリース資産の計上などにより、固定資産が123億84百万円増加したこと、現金及

び預金が78億14百万円減少したことなどによるものであります。 

② 負債   

当事業年度末の負債合計は、前事業年度末に比し、50億13百万円増加し、207億51百万円となっております。こ

れは主に、新店10店舗の開店やマックスバリュ６店舗の事業譲受けなどに伴い買掛金が14億91百万円増加したこ

と、固定資産の譲渡予約契約に伴う手付金を受け入れたことにより預り金が13億４百万円増加したこと、短期借

入金が10億円増加したことなどによるものであります。  

③ 純資産   

当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比し、８億６百万円増加し、366億53百万円となっております。これ

は、当期純利益の計上14億76百万円、配当金の支払額６億79百万円などによるものであります。   

④ 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、期首より70億99百万円減少し、45億33

百万円となっております。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果得られた資金は57億39百万円であります。これは主として、税引前当期純利益26億87百万円、減

価償却費23億30百万円などによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果支出した資金は131億27百万円であります。これは主として、有形固定資産の取得による支出114

億45百万円、マックスバリュ６店舗の事業譲受けによる支出33億円、固定資産の譲渡予約契約に伴う手付金13億円

の受入れなど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）   

財務活動の結果得られた資金は２億88百万円であります。これは主として、短期借入金による収入10億円、配当

金の支出６億79百万円などによるものであります。  
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(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移  

(注）1.自己資本比率：自己資本÷総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率:有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー÷利払い 

     2.2006年２月期は個別の財務数値により算出し、2007年2月期から2009年２月期までは連結ベースの財務数値によ

り、当事業年度については個別の財務数値により算出しております。   

      3.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。ただし、

2006年２月期については、2006年３月１日に株式分割が行われており、期末株価終値が権利落後の株価となっ

ているため、当該株式分割後の発行済株式数により算出しております。 

       4.インタレスト・カバレッジ・レシオは、2006年２月期は、有利子負債及び利払いの実績がないため、記載して

おりません。また、2009年２月期は期中に有利子負債を全額返済しておりますので、キャッシュ・フロー対有

利子負債比率は記載せず、インタレスト・カバレッジ・レシオのみを記載しております。 

  

(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、中長期的な成長を目指し、設備投資計画、フリー・キャッシュ・フローの状況等を勘案しつつ、経営成

績を反映させた配当性向の目安を30％に置いておりますが、同時に株主の皆さまへの安定的な利益還元を図ること

を経営の重要な課題として位置付けております。 

また、配当回数につきましては、年１回の期末配当を行うことを基本方針とし、剰余金の配当の決定機関を取締

役会としております。 

内部留保につきましては、新店投資や既存店のスクラップ・アンド・ビルド、さらにはＭ＆Ａなど事業規模の拡

大に充てるとともに、ＩＴ関連の充実・人材の育成など事業基盤の強化のための投資にも充てていく方針でありま

す。また、自己株式の取得につきましても機動的に実施し資本効率の向上を図ってまいります。 

当期の剰余金の配当につきましては、普通株式１株につき36円を予定しております。また、次期の配当金につき

ましては、引き続き厳しい業績予想ではありますが、上記方針に基づき当期と同様の１株当たり普通配当36円とさ

せていただく予定であります。 

  

(4）事業等のリスク 

近の有価証券報告書（2009年５月25日提出）における「事業等のリスク」から、期末日現在において重要な変

更がないため開示を省略しております。  

  2006年2月期 2007年2月期 2008年2月期 2009年2月期 2010年2月期 

自己資本比率（％）  74.0  71.3  70.5  69.4  63.8

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 95.9  87.8  55.2  37.8  31.3

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（％） 
 －  6.7  7.1  －  30.7

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 －  1,854.1  695.2  379.5  83.2
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 当社は、純粋持株会社イオン株式会社を中心とするイオングループ（以下、企業集団をさす場合は、単に「イオン」

という。）のスーパーマーケット事業における東海地区の中核企業であり、静岡県を中心として神奈川県、山梨県及び

愛知県に食品スーパーマーケットを展開しております。なお、当社はイオン各社から、イオンのプライベートブランド

である「トップバリュ」をはじめとする商品の一部供給、店舗の維持管理に関する取引や用度・資材の供給、ショッピ

ングセンターへのテナント出店、クレジット・電子マネーの業務委託、物流業務の委託等の取引を行っております。 

  

 これら事業に係る系統図は、次のとおりであります。 

［事業系統図］ 

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、「何よりもお客さまの利益を優先しよう。」という企業理念を根幹とし、「１店１店、ひとりひとりが

光り輝く、地域 良のスーパーマーケットチェーンを構築する」というビジョンのもと、どこよりも「気持ちのよ

い挨拶ができる店」、どこよりも「商品を大切にする店」、どこよりも「サービスレベルが高い店」、どこよりも

「お客さまのご意見やご要望を真剣に聞く店」の具現化を目指して経営に取り組んでおります。同時に一人一人の

お客さまを大切にし、それぞれの地域に密着したお店、言い換えればその地域になくてはならない、あてにされる

お店づくりを目指しており、それぞれの店舗が地域一番店としてのゆるぎない地位を確立し、持続的な成長と地域

社会との共生に努めることが重要であると考えております。 

 そのためには、全従業員が絶えずお客さまの視点に立ち、お客さまの声に真剣に耳を傾け、誠実かつ迅速に行動

することが不可欠であると考えております。 

  

(2）目標とする経営指標  

売上高対営業利益率、経常ＲＯＡ（総資産経常利益率）並びにＲＯＥ（自己資本当期純利益率）を経営効率の重

要指標として位置付けております。売上高対営業利益率については3.5％以上の実現を、経常ＲＯＡについては

10％以上を、目標数値としております。 

今後、重要指標の達成に向け、収益性の一層の強化を図るとともに、人時生産性の向上による労働分配率の改善

など重点課題を明確にし、改革のスピードを上げてまいります。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、2011年２月期を初年度とする第３次中期３ヵ年経営計画を策定いたしました。今後予想される経済環境

の変化や人口減少・高齢化社会の進行といったマーケット変化に適応すべく、企業体質の変革・強化に努めてまい

ります。本計画の 終事業年度（2013年２月期）の到達水準として「売上規模1,900億円、営業利益率3.5％、100

店舗体制」の数値目標を掲げ、この目標値の達成に向けて、以下の３つの重要課題に取り組むとともに、品質管理

体制をはじめとした内部統制機能の強化に引き続き取り組んでまいります。 

 ①お客さまが「安全・安心」を実感できる店舗づくり 

 ②競争に打ち勝つ強い営業力・商品力による店舗収益力の向上 

 ③オペレーション改革による抜本的コスト構造の変換 

また、地域の風習や習慣に基づいた商品を積極的に展開していくとともに、世代交代に伴い失われつつある地域

食材や伝統料理のレシピなどを掘り起こし、１店１店が地域社会の中であてにされ、なくてはならないお店である

という地位を確立したいと考えております。同時に、社会の一構成員として、環境問題にも積極的に取り組むほ

か、地域のスーパーマーケットに求められる、また提供できるサービス機能とは何かを絶えず考えながら、お客さ

まの声に誠実かつ迅速にお応えできる店舗運営の具現化により、企業価値の向上を図ってまいります。  

  

(4）会社の対処すべき課題 

設備投資など企業の生産活動の一部には回復の兆しが見えはじめているものの、生活者の可処分所得に対する先

行き不透明感は根強いものがあります。食品スーパーマーケット業界を取り巻く環境においても、業種・業態を越

えた競争がますます熾烈になるものと予測され、依然として厳しい経営環境が続くものと考えております。 

このような中、当社は、品質管理体制の強化を 重要課題と位置づけ、食の安全・安心を機軸として食文化をサ

ポートするという食品スーパーマーケットの使命を忠実に実践するため、お客さま視点に立った店舗運営体制を構

築してまいります。品質管理に関する具体的取組みとして、お客さま視点でのモニタリングを目的に、2010年２月

期より一部店舗で開始した「コミュニティー副店長」制度や地域のお客さまを対象にした店舗後方施設見学制度の

早期全店導入を図りつつ、全員参加型経営による安全で安心な商品の提供体制を確立してまいります。  

また、基本の徹底と１円の積み重ねを大切にするという小売業の原点に今一度立ち返り、「高コスト体質からの

決別 オペレーション改革元年！！」を2011年２月期のスローガンに掲げるとともに、 

 ①効率化に向けた仕組みの完全軌道化 

 ②適正人時による部門運営の完全実施 

 ③コミュニケーションの強化と意識・行動革新 

を主たる方針とし、店舗運営構造の見直しによる高収益体質への転換を進めてまいります。 

  

３．経営方針
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４．個別財務諸表 
（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 12,319,900 4,505,401

売掛金 50,251 44,747

商品 2,057,719 2,360,092

貯蔵品 19,003 32,952

前払費用 292,046 316,592

繰延税金資産 642,122 756,586

未収入金 1,586,191 2,345,873

未収消費税等 － 23,713

その他 49,648 64,730

貸倒引当金 △934 －

流動資産合計 17,015,948 10,450,689

固定資産   

有形固定資産   

建物 14,702,392 22,707,415

減価償却累計額 △4,505,546 △5,283,532

建物（純額） 10,196,845 17,423,883

構築物 2,557,488 3,081,988

減価償却累計額 △1,025,578 △1,227,597

構築物（純額） 1,531,910 1,854,391

車両運搬具 11,061 12,986

減価償却累計額 △8,445 △9,675

車両運搬具（純額） 2,616 3,311

工具、器具及び備品 5,337,758 7,358,987

減価償却累計額 △3,456,784 △4,216,529

工具、器具及び備品（純額） 1,880,974 3,142,457

土地 12,313,139 12,621,601

リース資産 － 945,235

減価償却累計額 － △47,261

リース資産（純額） － 897,973

建設仮勘定 530,868 886,786

有形固定資産合計 26,456,355 36,830,405

無形固定資産   

のれん 1,188,715 2,356,303

ソフトウエア 197,138 164,833

その他 8,598 10,034

無形固定資産合計 1,394,452 2,531,171
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（単位：千円）

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 175,649 174,265

関係会社株式 380,395 354,364

長期貸付金 73,527 56,531

破産更生債権等 49,836 49,276

長期前払費用 564,377 888,815

繰延税金資産 2,190,439 2,986,428

長期預金 100,000 －

差入保証金 3,239,684 3,125,513

その他 32,831 26,449

貸倒引当金 △88,989 △69,790

投資その他の資産合計 6,717,753 7,591,853

固定資産合計 34,568,561 46,953,429

資産合計 51,584,509 57,404,119

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,339,157 8,830,571

短期借入金 － 1,000,000

リース債務 － 22,751

未払金 1,138,191 1,699,197

未払費用 681,185 1,044,683

未払法人税等 976,251 644,050

未払消費税等 145,474 －

預り金 690,635 1,994,721

前受収益 72,748 98,628

賞与引当金 487,757 470,362

役員賞与引当金 47,490 －

役員業績報酬引当金 － 33,967

店舗閉鎖損失引当金 149,330 15,110

その他 19,939 9,307

流動負債合計 11,748,161 15,863,352

固定負債   

リース債務 － 665,354

退職給付引当金 3,154,007 3,367,925

商品券回収損失引当金 35,054 33,756

長期預り保証金 648,371 676,944

その他 151,908 143,694

固定負債合計 3,989,341 4,887,674

負債合計 15,737,502 20,751,027

- 9 -

マックスバリュ東海(株)　(8198)　平成22年２月期　決算短信(非連結)



（単位：千円）

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 2,167,850 2,167,850

資本剰余金   

資本準備金 2,893,374 2,893,374

資本剰余金合計 2,893,374 2,893,374

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 28,000,000 30,000,000

繰越利益剰余金 2,804,286 1,594,002

利益剰余金合計 30,804,286 31,594,002

自己株式 △86,964 △69,952

株主資本合計 35,778,545 36,585,274

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 63,601 62,217

評価・換算差額等合計 63,601 62,217

新株予約権 4,860 5,600

純資産合計 35,847,007 36,653,092

負債純資産合計 51,584,509 57,404,119
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

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 123,354,706 140,960,391

売上原価   

商品期首たな卸高 1,735,626 2,057,719

当期商品仕入高 91,789,372 105,271,788

合計 93,524,998 107,329,507

他勘定振替高 24,806 24,618

商品期末たな卸高 2,057,719 2,360,092

商品売上原価 91,442,472 104,944,796

売上総利益 31,912,234 36,015,594

その他の営業収入   

不動産賃貸収入 1,196,802 1,386,495

施設利用料収入 914,770 950,909

その他 225,863 389,873

その他の営業収入 2,337,437 2,727,278

営業総利益 34,249,671 38,742,873

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 727,123 933,839

販売促進費 1,328,768 1,809,025

従業員給料及び賞与 13,810,386 15,714,392

賞与引当金繰入額 487,757 470,362

役員賞与引当金繰入額 47,490 －

役員業績報酬引当金繰入額 － 28,950

退職給付費用 296,836 356,994

法定福利及び厚生費 1,758,425 1,998,705

不動産賃借料 2,965,080 3,774,385

動産リース料 126,068 139,234

減価償却費 1,694,316 2,330,095

水道光熱費 2,039,977 2,261,441

修繕維持費 1,206,290 1,534,912

のれん償却額 89,383 230,302

その他 2,664,516 3,554,564

販売費及び一般管理費合計 29,242,421 35,137,207

営業利益 5,007,249 3,605,665
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（単位：千円）

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) 

営業外収益   

受取利息 66,607 23,330

有価証券利息 85 －

受取配当金 3,874 3,044

違約金収入 － 19,218

受取保険金 6,475 －

雑収入 22,171 17,744

営業外収益合計 99,213 63,336

営業外費用   

支払利息 18,694 72,227

シンジケートローン手数料 － 32,000

事業譲受関連費用 13,354 －

雑損失 2,704 2,773

営業外費用合計 34,753 107,000

経常利益 5,071,710 3,562,001

特別利益   

固定資産売却益 32,404 －

貸倒引当金戻入額 22,429 23,133

賞与引当金戻入額 37,327 －

補助金収入 20,100 103,213

その他 22,035 14,414

特別利益合計 134,295 140,761

特別損失   

固定資産売却損 15,418 6,931

固定資産除却損 17,596 140,616

減損損失 274,940 696,513

関係会社株式評価損 639,253 －

貸倒引当金繰入額 － 3,000

店舗閉鎖損失引当金繰入額 144,410 60,094

商品券回収損失引当金繰入額 37,000 －

退店補償金 6,631 －

その他 26,306 108,235

特別損失合計 1,161,556 1,015,391

税引前当期純利益 4,044,449 2,687,371

法人税、住民税及び事業税 920,918 1,038,354

法人税等調整額 827,559 172,659

法人税等合計 1,748,477 1,211,013

当期純利益 2,295,972 1,476,357
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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 2,167,850 2,167,850

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,167,850 2,167,850

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,893,374 2,893,374

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,893,374 2,893,374

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 26,000,000 28,000,000

当期変動額   

別途積立金の積立 2,000,000 2,000,000

当期変動額合計 2,000,000 2,000,000

当期末残高 28,000,000 30,000,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,121,578 2,804,286

当期変動額   

別途積立金の積立 △2,000,000 △2,000,000

剰余金の配当 △612,145 △679,760

当期純利益 2,295,972 1,476,357

自己株式の処分 △1,118 △6,880

当期変動額合計 △317,292 △1,210,283

当期末残高 2,804,286 1,594,002

利益剰余金合計   

前期末残高 29,121,578 30,804,286

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △612,145 △679,760

当期純利益 2,295,972 1,476,357

自己株式の処分 △1,118 △6,880

当期変動額合計 1,682,707 789,716

当期末残高 30,804,286 31,594,002

自己株式   

前期末残高 △10,108 △86,964

当期変動額   

自己株式の取得 △86,620 △764

自己株式の処分 9,765 17,777

当期変動額合計 △76,855 17,012

当期末残高 △86,964 △69,952
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（単位：千円）

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 34,172,693 35,778,545

当期変動額   

剰余金の配当 △612,145 △679,760

当期純利益 2,295,972 1,476,357

自己株式の取得 △86,620 △764

自己株式の処分 8,646 10,896

当期変動額合計 1,605,851 806,728

当期末残高 35,778,545 36,585,274

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 199,767 63,601

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △136,165 △1,383

当期変動額合計 △136,165 △1,383

当期末残高 63,601 62,217

新株予約権   

前期末残高 － 4,860

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,860 740

当期変動額合計 4,860 740

当期末残高 4,860 5,600

純資産合計   

前期末残高 34,372,460 35,847,007

当期変動額   

剰余金の配当 △612,145 △679,760

当期純利益 2,295,972 1,476,357

自己株式の取得 △86,620 △764

自己株式の処分 8,646 10,896

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △131,305 △643

当期変動額合計 1,474,546 806,085

当期末残高 35,847,007 36,653,092
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 2,687,371

減価償却費 2,330,095

減損損失 696,513

のれん償却額 230,302

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,133

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,395

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） △13,523

退職給付引当金の増減額（△は減少） 213,918

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △134,219

商品券回収損失引当金の増減額（△減少額） △1,298

受取利息及び受取配当金 △26,374

支払利息 72,227

固定資産売却損益（△は益） 6,931

固定資産除却損 140,616

売上債権の増減額（△は増加） 5,503

たな卸資産の増減額（△は増加） △316,321

仕入債務の増減額（△は減少） 1,491,414

その他 △183,917

小計 7,161,710

利息及び配当金の受取額 34,121

利息の支払額 △68,992

法人税等の支払額 △1,387,077

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,739,762

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 800,000

有形固定資産の取得による支出 △11,445,170

有形固定資産の売却による収入 91,871

無形固定資産の取得による支出 △77,011

固定資産譲渡予約契約に伴う手付金収入 1,300,000

敷金及び保証金の差入による支出 △429,648

敷金及び保証金の回収による収入 253,911

営業譲受による支出 ※2  △3,300,000

その他 △321,803

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,127,851
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（単位：千円）

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成22年２月28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） 1,000,000

リース債務の返済による支出 △31,105

自己株式の取得による支出 △764

配当金の支払額 △679,760

その他 62

財務活動によるキャッシュ・フロー 288,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,099,656

現金及び現金同等物の期首残高 11,633,244

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  4,533,588
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 該当事項はありません。  

   

  

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 

子会社株式 

  移動平均法による原価法 

子会社株式 

同 左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日現在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） 

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．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

(1)商 品 

「企業会計原則と関係諸法令との調整に

関する連続意見書」第四に定める、売価

還元平均原価法 

(1)商 品 

「企業会計原則と関係諸法令との調整

に関する連続意見書」第四に定める、売

価還元平均原価法（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） 

（会計方針の変更） 

「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）を当事業年度から適用し、評価基準

については、売価還元平均原価法から売

価還元平均原価法（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）に変更しております。 

なお、当該変更による当事業年度の損

益に与える影響はありません。 

  (2)貯蔵品 

終仕入原価法 

(2)貯蔵品 

終仕入原価法（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） 
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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．固定資産の減価償却の

方法 

(1)有形固定資産 

  経済的耐用年数に基づく定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

  

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

同 左   

   建物 

 （営業店舗）    20年 

 （建物附属設備）  ３年～18年 

 構築物         ３年～20年 

 車両運搬具     ４年～６年 

 器具備品      ２年～20年 

  

  

  (2)無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについては、

社内における見込利用可能期間（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

を零とする定額法 

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。 

（会計方針の変更）  

所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっておりまし

たが、当事業年度より「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。 

この変更により、当事業年度の営業利

益は31,558千円増加し、経常利益及び税

引前当期純利益 は23,592千円減少して

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・リース取引につきましては、引き続

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。  

  

  (4)投資その他の資産 

長期前払費用 

定額法  

(4)投資その他の資産 

 長期前払費用 

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） 

４.外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同 左 

５．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 

 売上債権等の貸倒れによる損失に備

え、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 

 従業員及びフレックス社員（パートタ

イマー）の賞与の支給に備え、将来の支

給見込額のうち当事業年度の負担額を計

上しております。 

  

(2)賞与引当金 

同 左 

  (3)役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に備えて、当事業年度

における支給見込額に基づき計上してお

ります。 

  

──────────  

  

  ────────── (3)役員業績報酬引当金 

役員賞与の支給に備えて、当事業年度

における支給見込額に基づき計上してお

ります。 

  (4)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、

店舗閉店により合理的に見込まれる中途

解約金及び原状回復費等の閉店関連損失

見込額を計上しております。 

  

(4)店舗閉鎖損失引当金 

同 左 

  (5)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え、当事業年度

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。 

なお、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内の一定

の年数（10年）による定額法により按分

した金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。 

  

(5)退職給付引当金 

同 左 

  (6)商品券回収損失引当金 

一定期間経過後収益に計上した未回収

商品券について、将来の回収時の損失に

備えるため、合理的な見積りによる将来

の回収見込額を計上しております。 

(6)商品券回収損失引当金 

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） 

６．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。 

──────────  

   

７．のれん及び負ののれん

の償却に関する事項 

 のれんの償却については、のれんの発

生原因に基づき、その効果の及ぶ期間

（４年～10年）で均等償却しておりま

す。 

のれんの償却については、のれんの発

生原因に基づき、その効果の及ぶ期間

（４年～15年）で均等償却しておりま

す。 

８．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か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。  

９．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

消費税等の処理方法 

消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

消費税等の処理方法 

同 左 
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（貸借対照表関係）  

貸借対照表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。  

（損益計算書関係） 

損益計算書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。  

（株主資本等変動計算書関係）  

株主資本等変動計算書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。  

  

   

表示方法の変更

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） 

 ───────────    （貸借対照表） 

  「役員業績報酬引当金」は、前事業年度まで「役員賞

与引当金」として表示しておりましたが、内容をより明

瞭に表示するため、当事業年度より勘定科目の名称を変

更しております。  

  （損益計算書） 

                   前事業年度まで営業外収益に区分掲記しておりました

「受取保険金」（当期計上額3,759千円）については、

重要性が低下したため、当事業年度より営業外収益の

「雑収入」に含めて表示しております。 

  前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示

しておりました「違約金収入」は、営業外収益の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しております。 

なお、前事業年度における「違約金収入」の金額は

7,092千円であります。  

  前事業年度まで営業外費用に区分掲記しておりました

「事業譲受関連費用」（当期計上額1,200千円）につい

ては、営業外費用の総額の100分の10以下となったた

め、営業外費用の「雑損失」に含めて表示しておりま

す。  

                   前事業年度まで特別損失に区分掲記しておりました

「関係会社株式評価損」（当期計上額4,206千円）につ

いては、特別損失の総額の100分の10以下となったた

め、特別損失の「その他」に含めて表示しております。 
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平成21年２月期は連結財務諸表を作成しておりましたが、当事業年度は個別の財務諸表のみ作成しております。 

したがって、「キャッシュ・フロー計算書関係」は当事業年度のみを記載しております。   

  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

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掲

記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 千円4,505,401

  預け金（流動資産その他） 千円28,186

  現金及び現金同等物 千円4,533,588

  

※２ 事業の一部譲受けにより取得した資産及び負債の

主な内訳 

事業の一部譲受けにより取得した資産及び負債の主

な内訳並びに取得のため支出（純額）との関係は次の

とおりであります。 

  

流動資産  千円216,622

固定資産  千円1,456,145

のれん  千円1,645,130

固定負債  千円△17,897

差  引：取得のための支出 千円3,300,000
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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 

（借主側）  

(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 

  
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却累 
計額相当額 
（千円） 

減損損失累 
計額相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 

（千円）

器具 
備品 

 721,799  501,954  45,160  174,683

車両 
運搬具 

 61,193  40,159  －  21,033

合計  782,992  542,113  45,160  195,717

  
取得価額 
相当額 

（千円） 

減価償却累 
計額相当額 
（千円） 

減損損失累 
計額相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 

（千円）

建物  1,645,375  989,387 －  655,988

器具 
備品 

 410,612  305,303  27,265  78,044

車両 
運搬具

 43,988  32,195 －  11,792

合計  2,099,975  1,326,885  27,265  745,825

(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 千円 122,913

１年超 千円 114,599

合計 千円 237,512

リース資産減損勘定期末残高 千円 32,951

１年内 千円 182,572

１年超 千円 816,456

合計 千円 999,029

リース資産減損勘定期末残高 千円 13,542

(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、支払利息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、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 千円 106,439

リース資産減損勘定の取崩額 千円 17,040

減価償却費相当額 千円 83,650

支払利息相当額 千円 4,454

減損損失 千円 7,743

支払リース料 千円 298,264

リース資産減損勘定の取崩額 千円 25,264

減価償却費相当額 千円 176,107

支払利息相当額 千円 70,841

減損損失 千円 5,855

(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 

(5)利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

(5)利息相当額の算定方法 

 同 左 

  

  

  

(追加情報)  

当事業年度から「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号 平成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19年３月30日改正）が適用となった

ことに伴い、リース取引開始日が平成21年２月28日以前

の不動産に係るリース取引についても見直しを行い、新

たに所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定され

たものについては上記金額に含めて記載しております。 
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（開示の省略） 

有価証券、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。 

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） 

２．オペレーティング・リース取引 

（借主側）  

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

（借主側）  

未経過リース料 

１年内 千円 2,501,412

１年超 千円 12,121,565

合計 千円 14,622,977

１年内 千円 2,521,866

１年超 千円 15,920,494

合計 千円 18,442,360

  （貸主側）  

未経過リース料  

  

(追加情報) 

当事業年度から「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号 平成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19年３月30日改正）が適用となった

ことに伴い、リース取引開始日が平成21年２月28日以前

の不動産に係るリース取引についても見直しを行い、新

たに解約不能と判定されたものについては上記金額に含

めて記載しております。 

１年内 千円 20,671

１年超 千円 98,845

合計 千円 119,516
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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） 
  
平成21年７月15日開催の取締役会において、当社と同じくイオン株式会社を親会社とするイオンリテール株式会社

より、事業の一部譲受けとして、同社が静岡県及び愛知県東部エリアにて営んでいる「マックスバリュ」６店舗の事

業「小売業・不動産業（転貸借を含む）」を譲り受けることを決議しました。これは「マックスバリュ」名称店舗で

ありながら運営会社が異なることにより生じる、お客さまのご不便・混乱等を解消するとともに、今まで以上にお客

さまの満足度向上を図り、より地域に密着した経営活動を推進する一方、当社の事業規模拡大・ドミナント形成によ

る競争力強化と経営効率の更なる改善を目的としております。 

本決議に基づき、同日に事業譲渡契約を締結し、平成21年９月17日、９月25日の２日間にわけ、６店舗の事業「小

売業・不動産業（転貸借を含む）」を譲り受けました。  

会計処理としましては、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 改正 平成19年11月15日）に基づき、

共通支配下の取引として処理しております。 

 なお、取得した事業の譲受価額並びに企業結合の結果計上された資産及び負債の額は、それぞれ以下のとおりであ

ります。 
  

取得した事業の対価は全て現金です。  

  

前事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

関連会社が存在しないため、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） 

関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

  

（企業結合等関係の注記）

区分 金額 （千円） 

 資 産 （ の れ ん を 除 く ） 1,672,767

 負    債 17,897

 の れ ん （ 発 生 額 ） 1,645,130

 取得した事業の譲受価額 3,300,000

（持分法損益等）
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 （注）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及び潜在株式調整後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。 

   

（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 円 銭2,056 38

１株当たり当期純利益

金額 
円 銭131 49

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
円 銭131 44

１株当たり純資産額 円 銭2,101 06

１株当たり当期純利益

金額 
円 銭84 70

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
円 銭84 63

  

    
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）
  

純資産の部の合計額   （千円）  35,847,007  36,653,092   

純資産の部から控除する額 （千円）  4,860  5,600   

（うち新株予約権）    (4,860)  (5,600)   

普通株式に係る期末の純資

産額    （千円） 
 35,842,147  36,653,092   

１株当たり純資産の算定に

用いられた期末の普通株式

の数 （千株） 

 17,429  17,442   

     
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     （千円）  2,295,972  1,476,357   

普通株主に帰属しない金額 （千円）  －  －   

普通株式に係る当期純利益

金額         (千円） 
 2,295,972  1,476,357   

普通株式の期中平均株式数 （千株）  17,461  17,430   

                  

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
              

当 期 純 利 益 調 整

額                  （千円） 
 －  －   

普通株式増加数       （千株）  5  14   

（うち新株予約権）    (5)  (14)   

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の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

───── ───── 
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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） 

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） 

該当事項はありません。 

  

(1）役員の異動  

① 代表者の異動  

(注)1.2010年３月24日開催の取締役会において、上記のとおり代表取締役の異動を内定しております。 なお、

代表取締役の異動は、2010年５月開催予定の第48期定時株主総会及びその後の取締役会の決議を経て、正

式に決定する予定であります。 

2.寺嶋晋は2010年４月１日付で、当社顧問に就任しております。 

  

② その他の役員の異動 

役員の異動につきましては、記載が可能になり次第、速やかに開示いたします。  

  

（2）その他   

業績の推移、部門別売上高等につきましては本日（2010年４月14日）公表の「2010年２月期決算参考資料」に記載

しております。  

  

（重要な後発事象）

５．その他

氏名 現職  予定される役職名  

内 山 一 美 代表取締役社長  取締役会長 

寺 嶋   晋 顧     問 代表取締役社長 
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