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(百万円未満切捨て)

1．平成24年2月期の連結業績（平成23年3月1日～平成24年2月29日）
(1) 連結経営成績 (％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 ％

24年2月期 40,512 △0.8 650 28.8 376 39.8 25 △74.2

23年2月期 40,856 △4.4 504 △25.2 269 △30.3 100 △40.1

(注) 包括利益 24年2月期 37百万円(△63.4％) 23年2月期 103百万円( ― ％)

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 ％ ％ ％

24年2月期 3 .13 ― 1.0 1.9 1.6
23年2月期 12 .04 ― 3.8 1.3 1.2

(参考) 持分法投資損益 24年2月期 13百万円 23年2月期 18百万円

(2) 連結財政状態
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

24年2月期 19,793 2,657 13.4 321 .97
23年2月期 20,371 2,674 13.1 320 .69

(参考) 自己資本 24年2月期 2,657百万円 23年2月期 2,674百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

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

24年2月期 1,161 △299 △872 523

23年2月期 △326 △165 50 534

2． 配当の状況

年間配当金 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 ％ ％

23年2月期 ― 0 .00 ― 3 .00 3 .00 25 24.9 1.0

24年2月期 ― 0 .00 ― 3 .00 3 .00 24 95.9 0.9

25年2月期 
(予想)

― 0 .00 ― 3 .00 3 .00 20.6

3．25年2月期の連結業績予想（平成24年3月1日～平成25年2月28日）
(％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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) 20,600 0.0 310 0.0 165 △2.0 60 36.3 7 .27

通 期 40,800 0.7 610 △6.2 330 △12.4 120 363.2 14 .54



  

 

 

 
  

 

 
  

 
  

(2)個別財政状態 

 
 
  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的
であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が
あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付
資料2ページ「1.経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(3)発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年2月期 8,749,990株 23年2月期 8,749,990株

② 期末自己株式数 24年2月期 496,937株 23年2月期 411,642株

③ 期中平均株式数 24年2月期 8,283,613株 23年2月期 8,338,938株

(参考) 個別業績の概要
1．平成24年2月期の個別業績（平成23年3月1日～平成24年2月29日）

(1)個別経営成績 (％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 ％

24年2月期 40,406 △0.9 613 33.8 321 59.3 3 △92.6

23年2月期 40,763 △4.3 458 △29.8 202 △39.4 51 △59.8

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

24年2月期 0 .45 ―

23年2月期 6 .11 ―

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

24年2月期 19,929 2,712 13.6 327 .17

23年2月期 20,511 2,750 13.4 328 .50

(参考) 自己資本 24年2月期 2,712百万円 23年2月期 2,750百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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(当期の経営成績) 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災発生の影響による景気の停滞からの穏やかな

回復基調にあったものの、タイの大洪水による生産活動の遅れやヨーロッパの債務問題に端を発した

金融不安を背景とした急激な円高の影響など、国内外での不安要因が重なり、非常に厳しい経済環境

が続いております。 

当小売業界におきましても、雇用不安や所得の伸び悩むなか個人消費はおおむね横ばいで推移し、

また業界を超えた競合状態が続き、経営環境は引き続き厳しい環境となりました。 

このような情勢の下、当社は、季節の旬の商品及び当社の独自商品の強化やそれぞれの地域の顧客

ニーズのある商品の提供に心がけるとともに、販売提案を店舗ごとに工夫をするなど、顧客への積極

的な働きかけを行っております。また、在庫の適量化や店舗オペレーションの最適化による人時生産

性の向上に取り組むとともに、ＥＤＩの導入による営業事務の合理化、発注方式の変更による精度ア

ップにも取り組んでおります。 

スーパーマーケットにおきましては、10月に伊予店(愛媛県伊予市)を多様な顧客ニーズを取り入れ

て競合店に対応できる運営体制を作るべく大規模改装を行いました。 

このような取り組みの結果、当連結会計年度の売上高は、399億69百万円(前期比0.8％減)と横ばい

でありましたが、販管費等の大幅な削減等により営業利益は６億５千万円(前期比28.8％増)、経常利

益は３億76百万円(前期比39.8％増)となりました。当期純利益につきましては、資産除去債務会計基

準の適用や固定資産の減損処理等での特別損失や法人税率の引下げによる繰延税金資産の取崩し等で

の法人税費用がかさみ25百万円(前期比74.2％減)となりました。 

  

(次期の見通し) 

今後の見通しにつきましては、ヨーロッパの債務問題の終息、本年２月の日米の中央銀行のインフ

レ目標等の追加金融緩和政策の発表により超円高修正が進み、ようやく景気に明るい兆しが見え始め

ました。 

当社商圏のスーパーマーケット業界では、新たな競合要件は減少しているものの、業態を超えた競

合状況は解消せず、まだまだ予断を許さない経営環境が継続するものと思われます。 

こうした状況下において、当社グループは、今後とも顧客ニーズに的確に対応した売場をスピーデ

ィーに展開するため、店舗主導の運営を進め地域の顧客にとって必要とされる店舗を目指してまいり

ます。また、引き続き、様々な店舗オペレーションの合理化へのアプローチや、ＥＤＩによる営業事

務の合理化、パート社員の戦力化による人時効率の向上等に取り組み、費用の大幅な低減に取り組ん

でまいります。 

次期の業績につきましては、営業収益408億円(前期比0.7％増)、営業利益６億１千万円(前期比

6.2％減)、経常利益３億３千万円(前期比12.4％減)、当期純利益は１億２千万円(前期比363.2％増)

を見込んでおります。 

  

1．経営成績

(1)経営成績に関する分析
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(資産、負債、純資産) 

当連結会計年度における総資産は197億93百万円と前期末に比べ５億77百万円減少いたしました。

主な内訳として、流動資産で、繰延税金資産が29百万円増加した一方、商品が１億22百万円減少した

ことなどにより、１億１千万円減少いたしました。 

有形固定資産は前期末に比べ３億77百万円減少し、139億74百万円となりました。その主な内訳

は、減価償却費６億94百万円、除却損19百万円の減少の一方、伊予店の改装による新規取得２億71百

万円及び資産除去債務会計基準適用に伴う63百万円の増加等によるものであります。 

無形固定資産は前期末に比べ19百万円増加し、５億３百万円となりました。 

投資その他の資産は前期末に比べ１億21百万円減少し、21億74百万円となりました。その主な内訳

は、繰延税金資産が８千万円、差入保証金が38百万円減少したことによるものであります。 

繰延資産は、社債発行費12百万円を新たに計上いたしました。 

負債は前期末に比べ５億61百万円減少し、171億35百万円となりました。その主な内訳は社債が５

億円、買掛金が59百万円、資産除去債務が77百万円増加した一方、長期・短期を合わせた借入金が12

億71百万円減少したことなどによるものであります。 

  

(キャッシュ・フロー) 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローについては、営業活動により11億61百万円の増加とな

りましたが、投資活動により２億99百万円、財務活動により８億72百万円減少いたしました。 

この結果、現金及び現金同等物は１千万円減少し、当連結会計年度末残高は５億23百万円(前期比

2.0％減)となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、11億61百万円(前期は３億26百万円の減少)

となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純利益は２億32百万円、キャッシュアウトを伴わ

ない減価償却費７億14百万円、減損損失９千万円及びたな卸資産の減少１億21百万円などによるもの

であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、２億99百万円(前期比80.7％増)となりまし

た。これは主に有形固定資産の取得による支出が２億41百万円、無形固定資産の取得による支出が44

百万円であったこと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) 

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、８億72百万円(前期は５千万円の増加)とな

りました。これは主に、社債の発行による収入４億85百万円の増加の一方、長期・短期を合わせた借

入金が12億71百万円減少したことなどによるものであります。 

(2)財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(注) 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 

・各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表数値により計算しております。 

・株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式を除く)により計算しております。 

・キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

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。 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率とインタレスト・カバレッジ・レシオの平成23年２月期の指標は、キ

ャッシュ・フローがマイナスとなっており、表示しておりません。 

  

当社の利益配分につきましては、業績動向及び今後の経営環境を総合的に勘案して、継続的な企業価

値の向上を通じて安定した配当を継続することを基本方針としております。したがって、内部留保資金

につきましては、財務体質の強化を図りながら、競争力を強化するための設備投資等に有効活用してま

いります。 

この方針に基づきまして、期末配当金は１株に付きまして３円の配当の実施を予定しております。 

  

平成20年2月期 平成21年2月期 平成22年2月期 平成23年2月期 平成24年2月期

自己資本比率 14.23 11.32 12.35 13.13 13.42

時価ベースの自己資本比率 13.09 11.39 12.93 14.08 13.76

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

21.00 5.34 18.04 ― 10.62

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

1.92 7.10 1.95 ― 3.63

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、当社、子会社１社、関連会社３社で構成され、小売事業、その他の事業活動を展開し

ております。 

当社グループの事業における位置づけ及び種類別セグメントの関連は、次のとおりであります。 

 
なお、事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 

(注) 1 子会社は連結しております。 

2 関連会社のうち、㈱レックスのみ持分法を適用しております。 

  

平成23年２月期決算短信(平成23年４月13日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開

示を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬから御覧いただくことが出来ます。 

(当社ホームページ)  

http://ww2.maruyoshi-center.co.jp/ 

  

2．企業集団の状況

小売事業 ……… 
 

当社がスーパーマーケットを展開し、子会社㈱フレッシュデポは、食品製造業を営み当社
に商品提供しております。関連会社㈱レックスは物流センター運営業を行っております。

その他 ………… 
 

当社がレストランを運営しております。関連会社㈱高松マリーナーがモーターボートの販
売・保管業、関連会社㈱アイデックが不動産賃貸業を営んでおります。

3．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 674,264 682,445

売掛金 64,640 67,204

商品 2,083,594 1,960,801

繰延税金資産 79,822 109,178

その他 336,502 ※1  308,706

流動資産合計 3,238,824 3,128,337

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  16,352,497 ※1  16,450,679

減価償却累計額 △10,047,378 △10,494,516

建物及び構築物（純額） 6,305,118 5,956,162

機械装置及び運搬具 ※1  1,688,266 ※1  1,708,483

減価償却累計額 △1,439,978 △1,490,852

機械装置及び運搬具（純額） 248,288 217,630

工具、器具及び備品 2,525,815 2,545,571

減価償却累計額 △2,131,176 △2,226,872

工具、器具及び備品（純額） 394,638 318,698

土地 ※1  7,290,029 ※1  7,274,579

リース資産 135,597 263,045

減価償却累計額 △21,642 △55,898

リース資産（純額） 113,954 207,146

有形固定資産合計 14,352,029 13,974,218

無形固定資産 483,820 503,393

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※2  617,646 ※1, ※2  628,450

繰延税金資産 521,545 440,766

差入保証金 974,640 936,073

その他 ※1  182,575 ※1  169,295

投資その他の資産合計 2,296,408 2,174,586

固定資産合計 17,132,257 16,652,197

繰延資産   

社債発行費 － 12,593

繰延資産合計 － 12,593

資産合計 20,371,081 19,793,129
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※1  2,443,714 ※1  2,502,890

短期借入金 ※1  4,460,000 ※1  3,707,000

1年内償還予定の社債 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  2,822,066 ※1  2,566,039

未払法人税等 88,717 145,858

賞与引当金 108,672 76,364

ポイント引当金 37,300 29,084

その他 ※1  784,122 ※1  739,416

流動負債合計 10,744,592 9,866,652

固定負債   

社債 － 400,000

長期借入金 ※1  5,827,219 ※1  5,564,766

退職給付引当金 822,787 837,985

役員退職慰労引当金 154,700 165,700

資産除去債務 － 77,390

その他 147,743 223,415

固定負債合計 6,952,450 7,269,257

負債合計 17,697,042 17,135,909

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,077,998 1,077,998

資本剰余金 813,528 813,528

利益剰余金 985,602 986,392

自己株式 △150,411 △179,958

株主資本合計 2,726,717 2,697,961

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △51,847 △40,509

繰延ヘッジ損益 △830 △232

その他の包括利益累計額合計 △52,678 △40,741

純資産合計 2,674,039 2,657,219

負債純資産合計 20,371,081 19,793,129
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 40,303,777 39,969,627

売上原価 30,439,749 30,357,072

売上総利益 9,864,028 9,612,554

営業収入 552,583 542,555

営業総利益 10,416,611 10,155,110

販売費及び一般管理費   

販売促進費 846,253 762,741

消耗品費 292,014 259,035

運賃 329,345 331,102

賃借料 161,697 115,505

地代家賃 915,474 883,823

修繕維持費 383,952 381,515

給料手当及び賞与 4,202,477 4,079,684

福利厚生費 526,649 498,751

賞与引当金繰入額 96,623 65,746

退職給付費用 110,732 105,339

水道光熱費 879,114 855,662

減価償却費 574,553 569,128

その他 592,734 596,693

販売費及び一般管理費合計 9,911,623 9,504,730

営業利益 504,988 650,380

営業外収益   

受取利息 3,701 3,740

受取配当金 4,722 4,898

持分法による投資利益 18,616 13,050

未回収商品券等受入益 4,717 4,215

保険配当金 10,544 5,957

保険解約返戻金 28,946 －

補助金収入 27,700 12,799

受取手数料 16,039 3,470

その他 16,399 16,959

営業外収益合計 131,387 65,091

営業外費用   

支払利息 346,792 316,167

その他 19,975 22,491

営業外費用合計 366,768 338,658

経常利益 269,608 376,813
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※1  19,297 ※1  24,106

減損損失 － ※2  90,058

会員権売却損 － 2,200

投資有価証券評価損 30,086 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27,816

特別損失合計 49,383 144,180

税金等調整前当期純利益 220,224 232,632

法人税、住民税及び事業税 75,178 168,532

法人税等調整額 44,646 38,193

法人税等合計 119,825 206,725

少数株主損益調整前当期純利益 － 25,906

当期純利益 100,399 25,906
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 連結包括利益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 25,906

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 11,329

繰延ヘッジ損益 － 598

持分法適用会社に対する持分相当額 － 8

その他の包括利益合計 － ※2  11,937

包括利益 － ※1  37,843

親会社株主に係る包括利益 － 37,843
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,077,998 1,077,998

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,077,998 1,077,998

資本剰余金   

前期末残高 813,528 813,528

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 813,528 813,528

利益剰余金   

前期末残高 910,319 985,602

当期変動額   

剰余金の配当 △25,116 △25,116

当期純利益 100,399 25,906

当期変動額合計 75,283 790

当期末残高 985,602 986,392

自己株式   

前期末残高 △149,708 △150,411

当期変動額   

自己株式の取得 △703 △29,546

当期変動額合計 △703 △29,546

当期末残高 △150,411 △179,958

株主資本合計   

前期末残高 2,652,137 2,726,717

当期変動額   

剰余金の配当 △25,116 △25,116

当期純利益 100,399 25,906

自己株式の取得 △703 △29,546

当期変動額合計 74,579 △28,756

当期末残高 2,726,717 2,697,961
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △55,655 △51,847

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,807 11,338

当期変動額合計 3,807 11,338

当期末残高 △51,847 △40,509

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － △830

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △830 598

当期変動額合計 △830 598

当期末残高 △830 △232

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △55,655 △52,678

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,976 11,937

当期変動額合計 2,976 11,937

当期末残高 △52,678 △40,741

純資産合計   

前期末残高 2,596,482 2,674,039

当期変動額   

剰余金の配当 △25,116 △25,116

当期純利益 100,399 25,906

自己株式の取得 △703 △29,546

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,976 11,937

当期変動額合計 77,556 △16,819

当期末残高 2,674,039 2,657,219
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29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 220,224 232,632

減価償却費 717,501 714,063

減損損失 － 90,058

投資有価証券評価損益（△は益） 30,086 －

有形固定資産除却損 10,576 19,548

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27,816

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,860 1,860

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84,674 15,197

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,600 11,000

受取利息及び受取配当金 △8,423 △8,639

支払利息 346,792 316,167

売上債権の増減額（△は増加） △2,146 △2,564

たな卸資産の増減額（△は増加） △148,060 121,244

仕入債務の増減額（△は減少） △846,647 59,175

未払金の増減額（△は減少） △174,593 △16,884

前受金の増減額（△は減少） 81,332 △73,507

未払消費税等の増減額（△は減少） △63,556 17,380

その他 △195,701 60,137

小計 62,518 1,584,686

利息及び配当金の受取額 8,592 8,449

利息の支払額 △372,424 △320,076

法人税等の支払額 △25,390 △111,606

営業活動によるキャッシュ・フロー △326,704 1,161,452

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △623,000 △621,000

定期預金の払戻による収入 653,000 602,000

有形固定資産の取得による支出 △285,839 △241,255

無形固定資産の取得による支出 △19,159 △44,291

差入保証金の差入による支出 △4,963 △1,936

差入保証金の回収による収入 34,674 40,503

投資有価証券の取得による支出 △40,036 △46,832

投資有価証券の売却及び償還による収入 24,452 7,029

保険積立金の解約による収入 106,987 －

その他 △11,851 6,263

投資活動によるキャッシュ・フロー △165,735 △299,518

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） 776,500 △753,000

長期借入れによる収入 4,486,700 2,350,000

長期借入金の返済による支出 △5,167,304 △2,868,480

社債の発行による収入 － 485,160

リース債務の返済による支出 △20,238 △32,711

自己株式の取得による支出 － △28,729

配当金の支払額 △25,072 △24,991

財務活動によるキャッシュ・フロー 50,584 △872,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △441,855 △10,818

現金及び現金同等物の期首残高 976,120 534,264

現金及び現金同等物の期末残高 534,264 523,445
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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の変更

前連結会計年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

(退職給付に係る会計基準) (資産除去債務に関する会計基準)

 退職給付債務の計算における割引率の取扱いについて

は、従来、安全性の高い長期の債券の利回りを基礎と

し、一定期間の利回りの変動を考慮して決定する方法に

よっておりましたが、当連結会計年度から「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正(その３)」(企業会計基準

第19号 平成20年７月31日)を適用し、連結会計年度末

における安全性の高い長期の債券の利回りを基礎として

決定する方法に変更しております。 

 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ありません。

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」(企業会計基準第18号 平成20年３月31日)及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用しており

ます。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益は

それぞれ2,703千円、税金等調整前当期純利益は30,519

千円減少しております。

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

――― (連結損益計算書)

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づ

き、「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21年3月24日 内

閣府令第５号)を適用し、「少数株主損益調整前当期純

利益」の科目で表示しております。

追加情報

前連結会計年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

――― (包括利益の表示に関する会計基準)

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第25号 平成22年６月30日)を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及

び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等

合計」の金額を記載しております。
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(7)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23年２月28日)

当連結会計年度 
(平成24年２月29日)

 

 

 

 

※１① 担保に供している資産

建物及び構築物 4,343,247千円

機械装置及び運搬具 13,521千円

土地 6,884,301千円

投資有価証券 192,204千円

投資その他の資産(その他) 1,500千円

計 11,434,774千円

  ② 工場財団として担保に供している資産

建物及び構築物 538,377千円

機械装置及び運搬具 12,483千円

計 550,861千円

   資産に対応する債務の額

短期借入金 3,415,000千円

１年内返済予定長期借入金 1,187,794千円

長期借入金 4,268,253千円

買掛金 18,080千円

流動負債(その他) 132千円

計 8,889,260千円

上記のほか、商品券の発行に関連し、「資金決
済に関する法律」に基づき、次のとおり供託し
ております。

投資有価証券 95,847千円

 

 

 

 

※１① 担保に供している資産

建物及び構築物 3,792,367千円

機械装置及び運搬具 10,164千円

土地 6,539,720千円

投資有価証券 206,803千円

投資その他の資産(その他) 1,500千円

計 10,550,556千円

 ② 工場財団として担保に供している資産

建物及び構築物 487,670千円

機械装置及び運搬具 6,497千円

計 494,167千円

  資産に対応する債務の額

短期借入金 2,770,000千円

１年内返済予定長期借入金 1,243,771千円

長期借入金 4,567,527千円

買掛金 12,875千円

流動負債(その他) 163千円

計 8,594,336千円

上記のほか、商品券の発行に関連し、「資金決
済に関する法律」に基づき、次のとおり供託し
ております。

流動資産その他(有価証券) 65,396千円

投資有価証券 60,543千円

 
※２ 関連会社の株式

投資有価証券(株式) 230,249千円
 
※２ 関連会社の株式

投資有価証券(株式) 242,491千円

 

 

 ３ 保証債務等
関連会社の金融機関からの借入金に対して次の
とおり保証を行っております。

㈱レックス 323,550千円

また、西淡まちつくり㈱の中小企業高度化資金
借入に係る当社取締役の兵庫県への連帯保証に
ついて次のとおり再保証をしております。

当社代表取締役 佐竹文彰 331,160千円

 

 

３ 保証債務等
関連会社の金融機関からの借入金に対して次の
とおり保証を行っております。

㈱レックス 286,530千円

また、西淡まちつくり㈱の中小企業高度化資金
借入に係る当社取締役の兵庫県への連帯保証に
ついて次のとおり再保証をしております。

当社代表取締役 佐竹文彰 305,160千円
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当連結会計年度(自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日) 

※1 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益  

   

※2 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益  

   

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
  至 平成23年２月28日)

当連結会計年度 
(自 平成23年３月１日 
  至 平成24年２月29日)

※１ 固定資産除却損の内容は以下のとおりでありま
す。

建物及び構築物 6,956千円

機械装置及び運搬具 152千円

工具、器具及び備品 3,075千円

上記の取壊費用 8,234千円

無形固定資産(その他) 879千円

計 19,297千円
 

※１ 固定資産除却損の内容は以下のとおりでありま
す。

建物及び構築物 13,447千円

機械装置及び運搬具 1,142千円

工具、器具及び備品 4,958千円

上記の取壊費用 4,557千円

計 24,106千円

 

 

※２ 減損損失
当社グループ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 種類
金額
(千円)

店舗 香川県 建物等 74,608

賃貸
駐車場

香川県 土地 15,449

当社グループはキャッシュ・フローを生み出す
最小単位として店舗及び賃貸物件を基本単位と
し、また、遊休資産については、物件毎にグル
ーピングしております。
営業活動から生じる損益が継続的にマイナスで
ある店舗に係る資産及び土地の時価の下落が著
しい物件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
失に計上しております。
その内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 61,615千円

機械装置及び運搬具 2,193千円

工具、器具及び備品 3,823千円

リース資産 1,990千円

土地 15,449千円

その他 4,986千円

計 90,058千円

なお、店舗の回収可能価額は正味売却額により測
定しており、建物等については回収可能価額を零
として評価しております。賃貸駐車場の回収可能
価額は使用価値により測定しており、将来キャッ
シュ・フローを2.6％で割り引いて算定しており
ます。

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 103,376千円

計 103,376千円

その他有価証券評価差額金 3,799千円

繰延ヘッジ損益 △830千円

持分法適用会社に対する持分相当額 8千円

計 2,976千円
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前連結会計年度(自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日) 

   

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   

 
  

 
  

当連結会計年度(自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日) 

   

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   

   

   

(連結株主資本等変動計算書関係)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,749,990 ― ― 8,749,990

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 409,303 2,339 ― 411,642

持分法適用会社に対する持分変動に伴う増加 2,339株

３ 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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成22年５月28日 
定時株主総会

普通株式 25,116千円 ３円 平成22年２月28日 平成22年５月31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
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成23年５月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 25,116千円 ３円 平成23年２月28日 平成23年５月27日

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 8,749,990 ― ― 8,749,990

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 411,642 85,295 ― 496,937

取締役会決議による自己株式の取得による増加 82,000株
単元未満株式の買取りによる増加 580株
持分法適用会社に対する持分変動に伴う増加 2,715株

３ 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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成23年５月26日 
定時株主総会

普通株式 25,116千円 ３円 平成23年２月28日 平成23年５月27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
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成24年５月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 24,868千円 ３円 平成24年２月29日 平成24年５月30日
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(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22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

（平成23年２月28日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

（平成24年２月29日現在）

 

現金及び預金勘定 674,264千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金及び定期積金

△140,000千円

現金及び現金同等物 534,264千円
 

現金及び預金勘定 682,445千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預
金及び定期積金

△159,000千円

現金及び現金同等物 523,445千円

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成23年２月28日)

当連結会計年度
(平成24年２月29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) 流動資産

（繰延税金資産）

賞与引当金 43,933千円

ポイント引当金 15,031千円
その他 20,856千円

繰延税金資産計 79,822千円

 

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

(1) 流動資産

（繰延税金資産）

賞与引当金 30,896千円

ポイント引当金 11,720千円

未払事業税 13,665千円

税務上の繰越欠損金 25,301千円
その他 27,593千円

繰延税金資産計 109,178千円

 

(2) 固定資産

（繰延税金資産）

有形固定資産 40,746千円

退職給付引当金 331,222千円

役員退職慰労引当金 62,396千円

減損損失 211,081千円

税務上の繰越欠損金 86,017千円

その他有価証券評価差額金 34,964千円
その他 24,549千円

小計 790,978千円
評価性引当額 △237,916千円

繰延税金資産計 553,061千円
（繰延税金負債）
圧縮積立金 31,516千円

繰延税金負債計 31,516千円
繰延税金資産の純額 521,545千円

 

(2) 固定資産

（繰延税金資産）

有形固定資産 33,792千円

減損損失 218,439千円

資産除去債務 27,396千円

退職給付引当金 300,506千円

役員退職慰労引当金 61,897千円

その他有価証券評価差額金 22,139千円

税務上の繰越欠損金 52,920千円
その他 19,121千円

小計 736,213千円
評価性引当額 △250,285千円

繰延税金資産計 485,928千円
（繰延税金負債）

圧縮積立金 28,307千円
資産除去債務に係る除去費用 16,854千円

繰延税金負債計 45,161千円
繰延税金資産の純額 440,766千円

 

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 40.3％

（調整）

住民税均等割額 11.0％

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.2％

評価性引当額 3.9％

持分法による投資利益 △3.4％
その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.4％

 

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 40.3％

（調整）

住民税均等割額 10.4％

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5％

評価性引当額 20.0％

持分法による投資利益 △2.3％

税率変更による影響額 18.8％
その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 88.9％
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前連結会計年度(自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日) 

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に占める「小売事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 
  

前連結会計年度(自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日) 

在外連結子会社及び在外支店がありませんので、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日) 

海外売上高はありません。 
  

当連結会計年度(自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日) 

当社グループは報告セグメントが「小売事業」のみであり、当社の業績における「その他」の重要

性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」には、レストラン等が含まれておりま

す。 
  

前連結会計年度 
(平成23年２月28日)

当連結会計年度 
(平成24年２月29日)

――― ３ 法定実効税率の変更

平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応し

た税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する

法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災から

の復興のための施策を実施するために必要な財源の確保

に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布さ

れ、平成24年４月１日以降開始する連結会計年度より法

人税率が変更されるとともに、平成24年４月１日から平

成27年３月31日までの間に開始する連結会計年度につい

ては、復興特別法人税が課税されることとなりました。

これに伴い、平成25年３月１日から開始する連結会計年

度以降において解消が見込まれる一時差異等について

は、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効

税率が40.3％から37.8％に変更されます。また、平成28

年３月１日から開始する連結会計年度以降において解消

が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び

繰延税金負債を計算する法定実効税率が40.3％から

35.4％に変更されます。

この変更により、固定資産の繰延税金資産は46,739千

円減少し、法人税等調整額は43,649千円増加しておりま

す。

(セグメント情報等)

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

４ セグメント情報
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単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 
  

(1) 売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 
  

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 
  

外部の売上高のうち、連結損益計算書の売上高が10％以上を占める相手先がないため、記載はあり

ません。 
  

当連結会計年度(自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日) 

 
(注)「その他」の金額はレストラン等に係るものであります。 

  

当連結会計年度(自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日) 

該当事項はありません。 
  

当連結会計年度(自 平成23年３月１日 至 平成24年２月29日) 

該当事項はありません。 
  

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年

３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日)を適用しております。 
  

(関連情報)

１ 製品及びサービスごとの情報

２ 地域ごとの情報

３ 主要な顧客ごとの情報

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(単位：千円)
報告セグメント

その他(注) 全社・消去 合計
小売事業

減損損失 68,008 22,049 ― 90,058

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

(追加情報)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

   
２ １株当たり当期純利益金額 

 
  

該当事項はありません。 

  

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、資産除去債務、賃貸等不動産、

関連当事者情報についての注記事項は、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。ストック・オプション等、企業結合等、開示対象特別目的会社につい

ては該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

１株当たり純資産額 320.69円 １株当たり純資産額 321.97円
１株当たり当期純利益金額 12.04円 １株当たり当期純利益金額 3.13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23年２月28日)

当連結会計年度
(平成24年２月29日)

純資産の部の合計額(千円) 2,674,039 2,657,219

普通株式に係る純資産額(千円) 2,674,039 2,657,219

普通株式の発行済株式数(株) 8,749,990 8,749,990

普通株式の自己株式数(株) 411,642 496,937

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)

8,338,348 8,253,053

前連結会計年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成23年３月１日
至 平成24年２月29日)

当期純利益(千円) 100,399 25,906

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(千円) 100,399 25,906

普通株式の期中平均株式数(株) 8,338,938 8,283,613

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 664,993 672,934

売掛金 60,673 62,941

有価証券 － 65,396

商品 2,041,856 1,913,482

貯蔵品 3,819 5,368

前払費用 118,003 114,237

繰延税金資産 74,899 79,555

未収入金 300,305 203,132

その他 85,334 67,861

流動資産合計 3,349,885 3,184,909

固定資産   

有形固定資産   

建物 14,569,548 14,671,724

減価償却累計額 △8,706,208 △9,097,622

建物（純額） 5,863,340 5,574,102

構築物 1,731,939 1,727,945

減価償却累計額 △1,327,816 △1,379,843

構築物（純額） 404,122 348,101

機械及び装置 205,029 204,953

減価償却累計額 △156,121 △161,840

機械及び装置（純額） 48,907 43,112

車両運搬具 25,728 25,728

減価償却累計額 △22,311 △24,160

車両運搬具（純額） 3,416 1,567

工具、器具及び備品 2,392,793 2,412,548

減価償却累計額 △2,008,770 △2,100,213

工具、器具及び備品（純額） 384,022 312,334

土地 7,290,029 7,274,579

リース資産 135,597 263,045

減価償却累計額 △21,642 △55,898

リース資産（純額） 113,954 207,146

有形固定資産合計 14,107,793 13,760,945

無形固定資産   

借地権 399,206 394,358

ソフトウエア 51,993 76,515

その他 32,068 32,068

無形固定資産合計 483,269 502,943

投資その他の資産   

投資有価証券 387,396 385,959

関係会社株式 505,760 505,760

出資金 1,540 1,540
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

役員に対する長期貸付金 71,000 71,000

関係会社長期貸付金 122,000 98,000

長期前払費用 27,022 23,896

繰延税金資産 398,883 373,082

差入保証金 974,367 935,560

その他 82,977 72,858

投資その他の資産合計 2,570,948 2,467,658

固定資産合計 17,162,011 16,731,547

繰延資産   

社債発行費 － 12,593

繰延資産合計 － 12,593

資産合計 20,511,896 19,929,051

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,647,576 2,706,935

短期借入金 4,460,000 3,707,000

1年内償還予定の社債 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 2,822,066 2,566,039

リース債務 25,665 52,847

未払金 326,131 308,042

未払法人税等 87,627 144,768

未払消費税等 24,198 41,400

未払費用 142,637 142,468

前受金 169,906 96,399

預り金 27,050 26,481

賞与引当金 98,000 67,000

ポイント引当金 37,300 29,084

その他 2,347 2,102

流動負債合計 10,870,507 9,990,569

固定負債   

社債 － 400,000

長期借入金 5,827,219 5,564,766

リース債務 94,158 170,174

退職給付引当金 765,556 800,393

役員退職慰労引当金 150,700 160,500

長期預り保証金 53,584 53,240

資産除去債務 － 77,390

固定負債合計 6,891,218 7,226,465

負債合計 17,761,726 17,217,035
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年２月28日) 

当事業年度 
(平成24年２月29日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,077,998 1,077,998

資本剰余金   

資本準備金 813,528 813,528

資本剰余金合計 813,528 813,528

利益剰余金   

利益準備金 150,250 150,250

その他利益剰余金   

圧縮積立金 46,219 47,032

別途積立金 655,000 655,000

繰越利益剰余金 200,078 177,911

利益剰余金合計 1,051,547 1,030,193

自己株式 △140,276 △169,005

株主資本合計 2,802,798 2,752,715

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △51,796 △40,466

繰延ヘッジ損益 △830 △232

評価・換算差額等合計 △52,627 △40,699

純資産合計 2,750,170 2,712,016

負債純資産合計 20,511,896 19,929,051

-24-

ZAIMU-05
㈱マルヨシセンター(7515)平成24年２月期　決算短信



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 40,250,735 39,904,725

売上原価 30,578,823 30,475,932

商品期首たな卸高 1,892,949 2,041,856

当期商品仕入高 30,727,730 30,347,558

合計 32,620,679 32,389,414

商品期末たな卸高 2,041,856 1,913,482

売上総利益 9,671,911 9,428,793

営業収入   

配送料収入 190,715 167,882

不動産賃貸収入 180,135 179,415

その他 142,039 154,952

営業収入合計 512,890 502,250

営業総利益 10,184,802 9,931,043

販売費及び一般管理費   

販売促進費 843,348 756,855

消耗品費 291,236 257,947

運賃 253,901 254,452

賃借料 161,697 114,885

地代家賃 915,474 883,823

修繕維持費 383,793 381,478

給料手当及び賞与 4,122,684 4,002,174

福利厚生費 515,833 489,478

賞与引当金繰入額 95,000 64,300

退職給付費用 108,577 104,567

役員退職慰労引当金繰入額 8,200 9,800

水道光熱費 879,105 855,662

減価償却費 657,478 649,065

その他 490,054 493,142

販売費及び一般管理費合計 9,726,385 9,317,634

営業利益 458,417 613,409

営業外収益   

受取利息 9,056 7,122

有価証券利息 773 1,042

受取配当金 4,722 4,897

保険配当金 10,544 5,957

保険返戻金 28,946 －

補助金収入 27,700 10,756

未回収商品券等受入益 4,717 4,215

受取手数料 16,039 3,470

その他 8,020 9,785

営業外収益合計 110,520 47,248

営業外費用   

支払利息 346,792 316,167

その他 19,975 22,491

営業外費用合計 366,768 338,658

経常利益 202,169 321,998
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

特別損失   

固定資産除却損 18,418 22,802

減損損失 － 90,058

会員権売却損 － 2,200

関係会社清算損 4,851 －

投資有価証券評価損 30,086 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27,816

特別損失合計 53,356 142,877

税引前当期純利益 148,813 179,121

法人税、住民税及び事業税 74,068 167,442

法人税等調整額 23,567 7,916

法人税等合計 97,635 175,358

当期純利益 51,177 3,762
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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22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,077,998 1,077,998

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,077,998 1,077,998

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 813,528 813,528

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 813,528 813,528

資本剰余金合計   

前期末残高 813,528 813,528

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 813,528 813,528

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 150,250 150,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 150,250 150,250

その他利益剰余金   

圧縮積立金   

前期末残高 25,029 46,219

当期変動額   

圧縮積立金の積立 25,552 5,784

圧縮積立金の取崩 △4,363 △4,971

当期変動額合計 21,189 813

当期末残高 46,219 47,032

別途積立金   

前期末残高 655,000 655,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 655,000 655,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 195,206 200,078

当期変動額   

剰余金の配当 △25,116 △25,116

当期純利益 51,177 3,762

圧縮積立金の積立 △25,552 △5,784

圧縮積立金の取崩 4,363 4,971

当期変動額合計 4,872 △22,167

当期末残高 200,078 177,911
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 1,025,486 1,051,547

当期変動額   

剰余金の配当 △25,116 △25,116

当期純利益 51,177 3,762

圧縮積立金の積立 － －

圧縮積立金の取崩 － －

当期変動額合計 26,061 △21,353

当期末残高 1,051,547 1,030,193

自己株式   

前期末残高 △140,276 △140,276

当期変動額   

自己株式の取得 － △28,729

当期変動額合計 － △28,729

当期末残高 △140,276 △169,005

株主資本合計   

前期末残高 2,776,736 2,802,798

当期変動額   

剰余金の配当 △25,116 △25,116

当期純利益 51,177 3,762

自己株式の取得 － △28,729

当期変動額合計 26,061 △50,082

当期末残高 2,802,798 2,752,715

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △55,596 △51,796

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,799 11,329

当期変動額合計 3,799 11,329

当期末残高 △51,796 △40,466

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － △830

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △830 598

当期変動額合計 △830 598

当期末残高 △830 △232

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △55,596 △52,627

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,968 11,928

当期変動額合計 2,968 11,928

当期末残高 △52,627 △40,699
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成24年２月29日) 

純資産合計   

前期末残高 2,721,140 2,750,170

当期変動額   

剰余金の配当 △25,116 △25,116

当期純利益 51,177 3,762

自己株式の取得 － △28,729

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,968 11,928

当期変動額合計 29,029 △38,154

当期末残高 2,750,170 2,712,016
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