
 

 

平成 22 年４月 22 日 

各   位 

会 社 名 株式会社ファミリーマート 

代 表 者 名 代表取締役社長 上 田 準 二 

（コード番号 8028 東証第一部） 

問 合 せ 先 広報・ＩＲ部長 木 暮 剛 彦 

（ＴＥＬ 03-3989-7670） 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年２月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 22 年４月８日に発表いたしました「平成 22 年２月期 決算短信」の一部に誤りがありましたので、下記のとおり

訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

 

記 

 

 

訂正箇所 

１ページ 平成 22 年２月期 決算短信 

32 ページ 注記事項（連結株主資本等変動計算書関係） 

34 ページ 注記事項（リース取引関係） 

78 ページ 注記事項（リース取引関係） 

 

訂正内容 

１ページ 平成 22 年２月期 決算短信 

（訂正前） 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

配当金総額

(合計) 

配当性向 

(連結) 

純資産配当

率(連結) 

 円銭 円銭 円銭 円銭 円銭 百万円 ％ ％

21 年２月期 － 34.00 － 34.00 68.00 6,481 39.4 3.5

22 年２月期 － 35.00 － 35.00 70.00 6,671 44.2 3.4

23 年２月期 

（予想） 
－ 36.00 － 36.00 72.00  41.8 

 

（訂正後） 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

配当金総額

(合計) 

配当性向 

(連結) 

純資産配当

率(連結) 

 円銭 円銭 円銭 円銭 円銭 百万円 ％ ％

21 年２月期 － 34.00 － 34.00 68.00 6,481 39.4 3.5

22 年２月期 － 35.00 － 35.00 70.00 6,672 44.2 3.4

23 年２月期 

（予想） 
－ 36.00 － 36.00 72.00  41.8 
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32 ページ 注記事項（連結株主資本等変動計算書関係） 

（訂正前） 

当連結会計年度（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 

 前連結会計年度末

株式数(千株) 

当連結会計年度増

加株式数(千株) 

当連結会計年度減

少株式数(千株) 

当連結会計年度末

株式数(千株) 

発行済株式     

 普通株式 97,683 － － 97,683 

合計 97,683 － － 97,683 

自己株式     

 普通株式 (注)１,２ 2,376 2 12 2,367 

合計 2,376 2 12 2,367 

(注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加２千株、及び持分法適用会社の

持分比率増加による自己株式（当社株式）の当社帰属分の増加０千株によるものであります。 

  ２．（省略） 

 

（訂正後） 

当連結会計年度（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 

 前連結会計年度末

株式数(千株) 

当連結会計年度増

加株式数(千株) 

当連結会計年度減

少株式数(千株) 

当連結会計年度末

株式数(千株) 

発行済株式     

 普通株式 97,683 － － 97,683 

合計 97,683 － － 97,683 

自己株式     

 普通株式 (注)１,２ 2,376 3 12 2,367 

合計 2,376 3 12 2,367 

(注)１．普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加２千株、及び持分法適用会社の

持分比率増加による自己株式（当社株式）の当社帰属分の増加０千株によるものであります。 

  ２．（省略）  
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34 ページ 注記事項（リース取引関係） 

（訂正前） 

前連結会計年度 当連結会計年度 
（自 平成 20 年３月１日 （自 平成 21 年３月１日 

   至 平成 21 年２月 28 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 

 (1）リース資産の内容 

 有形固定資産 

主にコンビニエンスストア事業における店舗什器 

（工具、器具及び備品）であります。 

 無形固定資産 

ソフトウェアであります。 

 (2）リース資産の減価償却の方法 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

「４．会計処理基準に関する事項 (2）重要な減価償却

の方法」に記載のとおりであります。 

 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、その内容は次のとおりでありま

す。 

 （借主側）  （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 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

器具及び備品 79,292 33,838 2,098 43,355

ソフトウェア 4,221 1,543 － 2,677

合計 83,513 35,382 2,098 46,032 

 
 取得価額

相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

器具及び備品 73,890 38,305 2,513 33,071

ソフトウェア 4,221 2,247 － 1,974

合計 78,111 40,552 2,513 35,045 
 ②未経過リース料期末残高相当額等  ②未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額   未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 11,464 百万円   １年以内 10,979 百万円

 １年超 38,788 百万円   １年超 28,761 百万円

 計 50,253 百万円   計 39,740 百万円

  リース資産減損勘定の残高 1,443 百万円   リース資産減損勘定の残高 1,757 百万円

 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 12,538 百万円   支払リース料 12,201 百万円

 リース資産減損勘定の取崩額 366 百万円   リース資産減損勘定の取崩額 442 百万円

 減価償却費相当額 11,303 百万円   減価償却費相当額 10,990 百万円

 支払利息相当額 1,357 百万円   支払利息相当額 1,189 百万円

 減損損失 631 百万円   減損損失 755 百万円

 ④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法  ④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

（省略） （省略） 
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（訂正後） 

前連結会計年度 当連結会計年度 
（自 平成 20 年３月１日 （自 平成 21 年３月１日 

   至 平成 21 年２月 28 日）    至 平成 22 年２月 28 日） 

１．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  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、その内容は次のとおりであります。

 （借主側）  （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 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

器具及び備品 79,292 33,838 2,098 43,355

ソフトウェア 4,221 1,543 － 2,677

合計 83,513 35,382 2,098 46,032 

 
 取得価額

相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

器具及び備品 72,501 38,171 2,513 31,816

ソフトウェア 4,221 2,247 － 1,974

合計 76,722 40,418 2,513 33,790 
 ②未経過リース料期末残高相当額等  ②未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額   未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 11,464 百万円   １年以内 10,821 百万円

 １年超 38,788 百万円   １年超 27,656 百万円

 計 50,253 百万円   計 38,478 百万円

  リース資産減損勘定の残高 1,443 百万円   リース資産減損勘定の残高 1,757 百万円

 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 12,538 百万円   支払リース料 12,083 百万円

 リース資産減損勘定の取崩額 366 百万円   リース資産減損勘定の取崩額 442 百万円

 減価償却費相当額 11,303 百万円   減価償却費相当額 10,883 百万円

 支払利息相当額 1,357 百万円   支払利息相当額 1,171 百万円

 減損損失 631 百万円   減損損失 755 百万円

 ④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法  ④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

（省略） （省略） 
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78 ページ 注記事項（リース取引関係） 

（訂正前） 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成 20 年３月１日 （自 平成 21 年３月１日 

   至 平成 21 年２月 28 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 

 (1）リース資産の内容 

 有形固定資産 

主にコンビニエンスストア事業における店舗什器 

（器具及び備品）であります。 

 無形固定資産 

ソフトウェアであります。 

 (2）リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」に

記載のとおりであります。 

 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、その内容は次のとおりでありま

す。 

 （借主側）  （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 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

器具及び備品 79,263 33,838 2,098 43,326

ソフトウェア 4,221 1,543 － 2,677

合計 83,484 35,382 2,098 46,004 

 
 取得価額

相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

器具及び備品 73,861 38,299 2,513 33,048

ソフトウェア 4,221 2,247 － 1,974

合計 78,082 40,546 2,513 35,022 
 ②未経過リース料期末残高相当額等  ②未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額   未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 11,459 百万円   １年以内 10,973 百万円

 １年超 38,765 百万円   １年超 28,744 百万円

 計 50,224 百万円   計 39,717 百万円

  リース資産減損勘定の残高 1,443 百万円   リース資産減損勘定の残高 1,757 百万円

 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 12,550 百万円   支払リース料 12,195 百万円

 リース資産減損勘定の取崩額 366 百万円   リース資産減損勘定の取崩額 442 百万円

 減価償却費相当額 11,314 百万円   減価償却費相当額 10,984 百万円

 支払利息相当額 1,357 百万円   支払利息相当額 1,189 百万円

 減損損失 631 百万円   減損損失 755 百万円

 ④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法  ④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

（省略） （省略） 
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（訂正後） 

前事業年度 当事業年度 
（自 平成 20 年３月１日 （自 平成 21 年３月１日 

   至 平成 21 年２月 28 日）    至 平成 22 年２月 28 日） 

１．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 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、その内容は次のとおりであります。

 （借主側）  （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 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

器具及び備品 79,263 33,838 2,098 43,326

ソフトウェア 4,221 1,543 － 2,677

合計 83,484 35,382 2,098 46,004 

 
 取得価額

相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

器具及び備品 72,472 38,165 2,513 31,793

ソフトウェア 4,221 2,247 － 1,974

合計 76,693 40,412 2,513 33,767 
 ②未経過リース料期末残高相当額等  ②未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額   未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 11,459 百万円   １年以内 10,816 百万円

 １年超 38,765 百万円   １年超 27,639 百万円

 計 50,224 百万円   計 38,455 百万円

  リース資産減損勘定の残高 1,443 百万円   リース資産減損勘定の残高 1,757 百万円

 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 12,550 百万円   支払リース料 12,077 百万円

 リース資産減損勘定の取崩額 366 百万円   リース資産減損勘定の取崩額 442 百万円

 減価償却費相当額 11,314 百万円   減価償却費相当額 10,877 百万円

 支払利息相当額 1,357 百万円   支払利息相当額 1,170 百万円

 減損損失 631 百万円   減損損失 755 百万円

 ④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法  ④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

（省略） （省略） 

  

以   上 
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平成22年2月期 決算短信 
平成22年4月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ファミリーマート 上場取引所 東 

コード番号 8028 URL http://www.family.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 上田 準二

問合せ先責任者 （役職名） 広報・IR部長 （氏名） 木暮 剛彦 TEL 03-3989-7670
定時株主総会開催予定日 平成22年5月27日 配当支払開始予定日 平成22年5月6日

有価証券報告書提出予定日 平成22年5月27日

1.  22年2月期の連結業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業総収入 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 278,175 △3.2 33,530 △8.2 35,760 △9.4 15,102 △8.2

21年2月期 287,342 △10.0 36,532 17.0 39,478 16.5 16,451 0.1

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

営業総収入営業利
益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年2月期 158.47 ― 7.7 8.7 12.1
21年2月期 172.59 ― 8.8 10.5 12.7

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  513百万円 21年2月期  832百万円

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 424,209 206,490 47.1 2,096.43
21年2月期 398,125 197,529 47.9 2,001.50

（参考） 自己資本   22年2月期  199,823百万円 21年2月期  190,755百万円

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 △6,574 △36,152 △8,341 85,161
21年2月期 75,027 △28,216 △7,030 135,887

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 ― 34.00 ― 34.00 68.00 6,481 39.4 3.5
22年2月期 ― 35.00 ― 35.00 70.00 6,672 44.2 3.4

23年2月期 
（予想）

― 36.00 ― 36.00 72.00 41.8

3.  23年2月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

営業総収入 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

159,700 11.4 20,000 1.9 21,000 0.2 9,900 0.4 103.87

通期 312,000 12.2 34,200 2.0 36,400 1.8 16,400 8.6 172.06
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

(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、26ページ「連結財務諸表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、53ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名
株式会社エーエム・ピーエム・ジャパ
ン

） 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 97,683,133株 21年2月期 97,683,133株

② 期末自己株式数 22年2月期  2,367,308株 21年2月期  2,376,899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3月1日～平成22年2月28日） 

（参考）チェーン全店売上高  22年2月期 1,273,752百万円（前期増減率2.2％）  21年2月期 1,245,787百万円（前期増減率11.0％） 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業総収入 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 233,024 △1.3 30,246 △10.0 32,682 △10.4 10,305 △27.8

21年2月期 236,133 12.3 33,592 17.3 36,466 16.6 14,265 △10.3

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 108.12 ―

21年2月期 149.65 ―

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 342,962 195,475 57.0 2,050.82
21年2月期 363,646 191,639 52.7 2,010.52

（参考） 自己資本 22年2月期  195,475百万円 21年2月期  191,639百万円

2.  23年2月期の個別業績予想（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）

（参考）チェーン全店売上高  第2四半期累計期間 731,500百万円（前年同四半期増減率12.3％）  通期 1,436,000百万円（前期増減率12.7％） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予想を含んで記載しております。実際の業績は、今後様々な要因に
よって上記予想とは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、７ページをご参照ください。 

営業総収入 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

136,900 13.0 18,500 1.2 20,100 1.2 9,600 59.0 100.72

通期 264,400 13.5 30,300 0.2 32,700 0.1 15,100 46.5 158.42
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