
平成25年５月13日

決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無

(注) 決算期の変更（２月20日を３月31日）に伴い、当期は平成24年２月21日から平成25年３月31日までの変則決算

となります。このため対前期増減率は記載しておりません。

(注) 営業収益は損益計算書の「売上高」及び「営業収入」の合計を記載しております。

(注) 決算期の変更（２月20日を３月31日）に伴い、平成25年３月期は平成24年２月21日から平成25年３月31日まで

の変則決算となります。このため対前期増減率及び対前年四半期増減率は記載しておりません。

平成25年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)

上 場 会 社 名 株式会社マルヤ 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 9975 URL http://www.maruya-group.co.jp

代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)折原 昭
問合せ先責任者 (役職名)経理部マネジャー (氏名)蓮見 直人 (TEL)048(761)0808

定時株主総会開催予定日 平成25年６月11日 配当支払開始予定日 ―

有価証券報告書提出予定日 平成25年６月12日

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期の業績（平成24年２月21日～平成25年３月31日）
（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 ％

25年３月期 23,773 ― △1,166 ― △1,152 ― △2,510 ―

24年２月期 25,133 △8.9 △388 ― △365 ― △912 ―

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 ％ ％ ％

25年３月期 △108 31 ― △46.7 △9.6 △5.2

24年２月期 △39 36 ― △12.9 △2.6 △1.6

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 ―百万円 24年２月期 ―百万円

（２）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

25年３月期 11,283 4,119 36.5 177 74

24年２月期 12,682 6,626 52.3 285 91

(参考) 自己資本 25年３月期 4,119百万円 24年２月期 6,626百万円

（３）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

25年３月期 △179 167 234 1,044

24年２月期 △1,349 445 △196 821

２．配当の状況

年間配当金 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 ％ ％

24年２月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 ― ― ―

25年３月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00 ― ― ―

26年３月期(予想) ― 0 00 ― 0 00 0 00 ―

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期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) 12,144 ― △85 ― △92 ― △112 ― △4 83

通 期 24,648 ― 31 ― 10 ― △30 ― △1 29



(注) 当事業年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料20ページ ４．財務諸表（５）財務諸表に関する注記

事項をご覧ください。

・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「経営成績に関する分析」をご覧ください。

※ 注記事項
（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

（２）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) 25年３月期 23,185,983株 24年２月期 23,185,983株

② 期末自己株式数 25年３月期 8,091株 24年２月期 7,702株

③ 期中平均株式数 25年３月期 23,178,116株 24年２月期 23,178,442株

※ 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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当事業年度（2012年２月21日から2013年３月31日）におけるわが国経済は、緩やかな景気回復の基調

がみられたものの、海外経済を巡る不確実性は依然として高く、低調に推移いたしました。12月の政権

交代以降、経済政策、金融政策への期待感から一部に回復の動きがみられますが、景気の先行きは引き

続き不透明な状況が続いております。小売業界におきましても、雇用・所得環境の先行き不安等により

個人消費が低調に推移するなど依然厳しい状況が続いております。 

当社は、このような厳しい事業環境のなか、2012年11月に株式会社ゼンショーホールディングスの連

結子会社となりました。グループ入り後は、「地域社会に愛され信頼される店づくり」という当社の経

営理念を達成すべく、グループシナジーを 大限に活用し、生鮮部門の強化や取扱い商品の拡充など抜

本的な取り組みを開始しました。 

一部の店舗において改装を行い、また設備及び取扱商品等を全面的に見直すなど収益改善に向けて取

り組みました。その一方で、不採算店舗を５店舗閉鎖した結果、当事業年度末の店舗数は、生鮮コンビ

ニダウンタウンを含め49店舗となりました。 

現在、全社一丸となった構造改革の途上であり、当事業年度の業績は、営業収益（売上高及び営業収

入の合計）237億７千３百万円、営業損失11億６千６百万円、経常損失11億５千２百万円、さらに減損

損失７億８千４百万円等を計上した結果、当期純損失は25億１千万円となりました。

なお、当社は決算期を変更しており、2013年３月期は2012年２月21日から2013年３月31日までの変則

決算となるため、文中の前年同期比の記載は行っておりません。 

（次期の見通し）

次期の見通しにつきましては、政府による経済政策、金融政策の効果などを背景に景気の持ち直しが

期待されるものの、雇用・所得環境の先行き不安や消費税増税による消費マインド低迷に対する懸念な

ど、不透明な状況が継続すると考えられます。 

この様な環境の中、抜本的な構造改革のスピードを加速させ、またグループシナジーを 大限に活用

することで、既存店舗の売上高及び入客数を向上させ収益の改善を図ってまいります。 

次期の業績見通しにつきましては、営業収益246億４千８百万円、営業利益３千１百万円、経常利益

１千万円、当期純損失３千万円を見込んでおります。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

①資産、負債及び純資産の状況 

資産の残高は112億８千３百万円で、前事業年度末に比べ13億９千８百万円減少しました。これは主

に、保有不動産について減損損失を計上したことに伴い、有形固定資産が８億４百万円減少したこと、

賃借物件の解約に伴う敷金の返金を受けたこと等により敷金及び保証金が１億８千８百万円減少したこ

と、及び建設協力金が回収等により４億３千７百万円減少したことによるものであります。 

負債の残高は71億６千４百万円で、前事業年度末に比べ11億８百万円増加しました。これは主に、店

舗閉鎖損失引当金が１億５千５百万円増加したこと、借入金を返済する一方で、新たに融資を受けた結

果借入金が２億４千万円増加したこと、買掛金が７億２千７百万円増加したこと等によるものでありま

す。なお買掛金については、一部取引先との仕入債務の決済日（当事業年度末）が金融機関の休業日で

あったため、仕入債務３億３千４百万円の支払いを翌期首に行っております。 

純資産の残高は41億１千９百万円で、前事業年度末に比べ25億７百万円減少しております。これは主

に、当期純損失25億１千万円を計上し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 

当事業年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前事業年度末より２億２千２百万円増

加し10億４千４百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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減少は１億７千９百万円となりました。これは主に、税引前当期純損失24億８

千万円を計上しておりますが、非資金費用として減価償却費２億８千４百万円と減損損失７億８千４百

万円及び不動産賃借料との相殺額２億２千万円の計上があったこと、また、株式会社ゼンショーホール

ディングスの連結子会社となったことを機に、仕入債務の支払いサイトの見直しを実施し、仕入債務が

７億２千７百万円増加したこと等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） 

投資活動による資金の増加は１億６千７百万円となりました。有形固定資産の取得に１億８千２百万

円を使用しておりますが、敷金及び保証金１億１千万円、建設協力金１億７千６百万円の回収を行った

こと等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、資金の増加は２億３千４百万円となりました。これは短期借入金が６億５千８百万

円減少し、長期借入金を13億３百万円返済しましたが、長期借入金22億１百万円の融資を受けたこと等

によるものであります。 

なお、当社は決算期を変更（２月20日を３月31日）しており、2013年３月期は2012年２月21日から

2013年３月31日までの変則決算となるため、文中の前年同期比の記載は行っておりません。

（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

各指標は下記の基準で計算しております。

イ. 自己資本比率＝自己資本÷総資産

ロ. 時価ベース自己資本比率＝株式時価総額÷総資産

ハ. 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 

ニ. インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー÷利払い 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除）によります。 

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、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

ロー及び利息の支払額を使用しております。 

※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、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息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、インタレスト・ガバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フロ

ーがマイナスのため記載しておりません。 

2009年２月期 2010年２月期 2011年２月期 2012年２月期 2013年３月期

自己資本比率（％） 57.3 53.7 50.3 52.3 36.5

時価ベースの自己資本比率
（％）

14.6 16.7 23.5 31.1 30.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

― ― ― ― ―
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当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営政策の一つとして認識しており、今後の事業展開

及び財務体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を継続していくことを基本方針とし

ております。 

当期の配当につきましては、現況の厳しい業績等を検討した結果、誠に遺憾ながら無配とさせて頂く

予定でございます。 

また、次期の配当につきましても、無配とさせて頂く予定であります。今後、早期に財務体質及び経

営基盤の健全化を図り、ご期待に沿うべく業績の向上及び復配できるよう目指してまいります。 

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、後述の「継続企業の前提に関する重要事

象等」があります。詳細については次項目を参照願います。

当社は、2007年２月期（第45期）以降営業損失を計上しております。また当事業年度の損益は営業損

失11億６千６百万円、当期純損失25億１千万円を計上しており、引き続き事業の業績の着実な改善に取

り組んでまいります。当該状況により当社には、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な

疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当該状況を確実に解消すべく、株式会社ゼンショーホールディングスの連結子会社となりました。抜本

的な構造改革のスピードを加速させ、またグループシナジーを 大限に活用することで、既存店舗の売

上高及び入客数を向上させ収益の改善を図ってまいります。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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当社は、食料品・日用品雑貨を主体とした小売事業と、これらの付随業務を事業内容とする単一事

業を、次のとおり展開しております。

また、2012年11月８日付で親会社となった株式会社ゼンショーホールディングスはフード業の経営を幅

広く行っており、当社は店舗で販売する商品の一部を仕入れております。

２．企業集団の状況

スーパーマーケット事業 ： 埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県に45店舗を有し、生鮮食

料品・非生鮮食料品・日用品雑貨等を主体とした地域密着型

スーパーマーケットチェーンを展開しております。

コンビニエンスストア事業 ： 東京都・千葉県に生鮮食料品も取扱うコンビニエンススト

ア「生鮮コンビニダウンタウン」を4店舗展開しております。
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当社は「地域社会に愛され信頼される店づくり」を基本理念として、安全で価値ある商品を適正な価

格で提供することにより社会貢献し、私達の豊かな日常生活を実現するため多様化するお客様ニーズに

お応えすること、地域に密着したきめ細やかな商品サービスを提供することを基本方針にしておりま

す。

当社は、地域社会の発展に貢献し、お客様・株主様からの信頼、期待にお応えすべく安定的な利益を

確保できるよう邁進してまいります。

当社は、今後発展するために、お客様ニーズに合った売り場の見直し、品揃えの充実、さらに手頃な

価格設定を行い既存店舗の収益力強化を進めてまいります。

基本方針 

当社は、次期（2014年３月期）においても、これまでに引き続き、多様化するお客様ニーズにお応え

する商品と地域に密着したきめ細かなサービスを提供することで、『地域社会に愛され信頼される店づ

くり』を目指すことを基本方針としてまいります。 

今後、抜本的な構造改革のスピードを加速させ、またグループシナジーを 大限に活用することで、

既存店舗の売上高及び入客数を向上させ収益の改善を図ってまいります。 

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題

株式会社マルヤ（9975）2013年３月期決算短信（非連結）
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４．財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2012年２月20日)

当事業年度
(2013年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 851,725 1,044,458

売掛金 2,209 2,280

商品 744,058 692,007

貯蔵品 7,976 5,787

前払費用 85,129 165,431

未収入金 123,977 72,576

短期建設協力金 304,011 292,329

立替金 2,136 －

貸倒引当金 △733 △333

流動資産合計 2,120,491 2,274,538

固定資産

有形固定資産

建物 9,860,174 9,719,704

減価償却累計額 △7,150,986 △7,338,463

建物（純額） 2,709,187 2,381,241

構築物 1,524,969 1,503,743

減価償却累計額 △1,439,868 △1,439,980

構築物（純額） 85,101 63,763

車両運搬具 52,438 43,604

減価償却累計額 △47,968 △42,347

車両運搬具（純額） 4,470 1,256

工具、器具及び備品 1,673,177 1,538,484

減価償却累計額 △1,591,539 △1,440,434

工具、器具及び備品（純額） 81,638 98,050

土地 3,830,053 3,337,841

リース資産 － 29,520

減価償却累計額 － △5,922

リース資産（純額） － 23,597

有形固定資産合計 6,710,450 5,905,750

無形固定資産

借地権 184,172 184,172

その他 5,090 3,461

無形固定資産合計 189,262 187,633

投資その他の資産

投資有価証券 15,515 20,326

関係会社株式 172,924 126,924

出資金 270 270

破産更生債権等 13,260 －
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(単位：千円)

前事業年度
(2012年２月20日)

当事業年度
(2013年３月31日)

長期前払費用 119,279 95,857

敷金及び保証金 1,803,149 1,614,299

建設協力金 1,501,589 1,075,280

その他 75,789 100

貸倒引当金 △39,770 △17,319

投資その他の資産合計 3,662,005 2,915,738

固定資産合計 10,561,718 9,009,121

資産合計 12,682,210 11,283,660

負債の部

流動負債

買掛金 704,071 1,431,897

短期借入金 2,258,000 －

関係会社短期借入金 － 1,600,000

1年内返済予定の長期借入金 461,536 393,600

リース債務 － 6,748

未払金 618,704 498,479

未払費用 35,812 111,189

未払法人税等 46,337 42,707

預り金 27 6,656

前受収益 23,419 76,221

賞与引当金 － 27,000

店舗閉鎖損失引当金 288,269 443,848

その他 100,091 53,153

流動負債合計 4,536,271 4,691,503

固定負債

長期借入金 568,806 1,535,600

リース債務 － 20,808

繰延税金負債 6 1,704

長期預り保証金 366,123 365,785

退職給付引当金 262,700 233,756

関係会社事業損失引当金 － 8,000

資産除去債務 223,616 217,341

その他 97,898 89,628

固定負債合計 1,519,151 2,472,626

負債合計 6,055,422 7,164,130

株式会社マルヤ（9975）2013年３月期決算短信（非連結）

9



(単位：千円)

前事業年度
(2012年２月20日)

当事業年度
(2013年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,976,635 4,976,635

資本剰余金

その他資本剰余金 2,566,915 2,566,915

資本剰余金合計 2,566,915 2,566,915

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △912,199 △3,422,512

利益剰余金合計 △912,199 △3,422,512

自己株式 △4,574 △4,632

株主資本合計 6,626,776 4,116,405

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11 3,124

評価・換算差額等合計 11 3,124

純資産合計 6,626,788 4,119,530

負債純資産合計 12,682,210 11,283,660
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（２）損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

当事業年度
(自 2012年２月21日
至 2013年３月31日)

売上高 23,658,768 22,338,012

売上原価

商品期首たな卸高 839,761 744,058

当期商品仕入高 18,196,405 17,625,343

合計 19,036,166 18,369,401

商品期末たな卸高 744,058 692,007

売上原価合計 18,292,108 17,677,394

売上総利益 5,366,660 4,660,617

営業収入

不動産賃貸収入 1,074,066 956,984

運送雑収 268,988 361,394

その他の事業収入 91,897 86,278

その他の営業収入 40,059 30,370

営業収入合計 1,475,012 1,435,027

営業総利益 6,841,672 6,095,644

販売費及び一般管理費

包装費 158,381 148,636

配送費 108,648 84,105

広告宣伝費 514,566 603,567

貸倒引当金繰入額 2,805 －

役員報酬 51,770 30,640

従業員給料及び賞与 2,633,663 2,365,623

法定福利及び厚生費 344,257 282,700

賞与引当金繰入額 － 27,000

退職給付費用 47,820 64,189

不動産賃借料 1,567,015 1,689,802

減価償却費 262,510 284,215

水道光熱費 627,589 738,830

その他 910,976 942,980

販売費及び一般管理費合計 7,230,005 7,262,292

営業損失（△） △388,332 △1,166,648

営業外収益

受取利息 44,423 39,654

受取配当金 2,678 2,800

物品売却益 24,135 22,698

貸倒引当金戻入額 － 9,590

雑収入 19,451 21,130

営業外収益合計 90,689 95,873

営業外費用

支払利息 66,218 77,029

雑損失 1,462 4,556

営業外費用合計 67,681 81,585

経常損失（△） △365,324 △1,152,360
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(単位：千円)

前事業年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

当事業年度
(自 2012年２月21日
至 2013年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 25,641 420

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 181,800

特別利益合計 25,641 182,220

特別損失

固定資産売却損 89,223 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 162,276 －

減損損失 146,662 784,161

店舗閉鎖損失引当金繰入額 96,600 519,088

関係会社株式評価損 － 49,999

関係会社事業損失引当金繰入額 － 8,000

その他 40,154 148,696

特別損失合計 534,916 1,509,946

税引前当期純損失（△） △874,599 △2,480,086

法人税、住民税及び事業税 37,600 30,226

法人税等合計 37,600 30,226

当期純損失（△） △912,199 △2,510,312
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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 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

当事業年度
(自 2012年２月21日
至 2013年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 4,976,635 4,976,635

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,976,635 4,976,635

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 5,625,560 －

当期変動額

資本準備金の取崩 △5,625,560 －

当期変動額合計 △5,625,560 －

当期末残高 － －

その他資本剰余金

当期首残高 － 2,566,915

当期変動額

資本準備金の取崩 5,625,560 －

欠損填補 △3,058,644 －

当期変動額合計 2,566,915 －

当期末残高 2,566,915 2,566,915

資本剰余金合計

当期首残高 5,625,560 2,566,915

当期変動額

資本準備金の取崩 － －

欠損填補 △3,058,644 －

当期変動額合計 △3,058,644 －

当期末残高 2,566,915 2,566,915

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 303,593 －

当期変動額

利益準備金の取崩 △303,593 －

当期変動額合計 △303,593 －

当期末残高 － －

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 △3,362,238 △912,199

当期変動額

欠損填補 3,058,644 －

利益準備金の取崩 303,593 －

当期純損失（△） △912,199 △2,510,312

当期変動額合計 2,450,038 △2,510,312

当期末残高 △912,199 △3,422,512
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(単位：千円)

前事業年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

当事業年度
(自 2012年２月21日
至 2013年３月31日)

利益剰余金合計

当期首残高 △3,058,644 △912,199

当期変動額

欠損填補 3,058,644 －

利益準備金の取崩 － －

当期純損失（△） △912,199 △2,510,312

当期変動額合計 2,146,445 △2,510,312

当期末残高 △912,199 △3,422,512

自己株式

当期首残高 △4,536 △4,574

当期変動額

自己株式の取得 △38 △57

当期変動額合計 △38 △57

当期末残高 △4,574 △4,632

株主資本合計

当期首残高 7,539,014 6,626,776

当期変動額

欠損填補 － －

当期純損失（△） △912,199 △2,510,312

自己株式の取得 △38 △57

当期変動額合計 △912,237 △2,510,370

当期末残高 6,626,776 4,116,405

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 222 11

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △211 3,112

当期変動額合計 △211 3,112

当期末残高 11 3,124

評価・換算差額等合計

当期首残高 222 11

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △211 3,112

当期変動額合計 △211 3,112

当期末残高 11 3,124

純資産合計

当期首残高 7,539,236 6,626,788

当期変動額

当期純損失（△） △912,199 △2,510,312

自己株式の取得 △38 △57

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △211 3,112

当期変動額合計 △912,448 △2,507,257

当期末残高 6,626,788 4,119,530
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前事業年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

当事業年度
(自 2012年２月21日
至 2013年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△） △874,599 △2,480,086

減価償却費 262,510 284,215

減損損失 146,662 784,161

関係会社株式評価損 － 49,999

不動産賃借料相殺額 196,661 220,297

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,100 27,000

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △52,447 155,578

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27,865 △28,943

受取利息及び受取配当金 △47,101 △42,454

支払利息 66,218 77,029

有形固定資産売却損益（△は益） 63,581 △420

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,944 △22,850

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 162,276 －

資産除去債務の増減額(△は減少) － △8,730

たな卸資産の増減額（△は増加） 96,366 54,240

仕入債務の増減額（△は減少） △1,178,115 727,826

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,085 △52,408

未収入金の増減額（△は増加） 19,041 △9,998

未払費用の増減額（△は減少） △3,415 70,685

未払金の増減額（△は減少） △16,928 △163,641

その他 4,085 201,657

小計 △1,216,200 △156,843

利息及び配当金の受取額 13,061 10,278

利息の支払額 △65,490 △65,479

預り保証金の増減額（△は減少） △44,289 5,316

法人税等の支払額 △36,861 △33,294

法人税等の還付額 － 60,990

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,349,778 △179,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出 － △4,000

定期預金の払戻による収入 － 30,000

有形固定資産の取得による支出 △76,668 △182,925

有形固定資産の売却による収入 358,876 1,973

敷金及び保証金の回収による収入 79,879 110,977

建設協力金の回収による収入 105,272 176,064
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(単位：千円)

前事業年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

当事業年度
(自 2012年２月21日
至 2013年３月31日)

その他 △21,701 35,063

投資活動によるキャッシュ・フロー 445,658 167,151

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） △326,000 △658,000

長期借入れによる収入 600,000 2,201,950

長期借入金の返済による支出 △470,864 △1,303,092

自己株式の取得による支出 △38 △57

リース債務の返済による支出 － △6,186

財務活動によるキャッシュ・フロー △196,902 234,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,101,022 222,733

現金及び現金同等物の期首残高 1,922,748 821,725

現金及び現金同等物の期末残高 821,725 1,044,458
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当社は、2007年２月期（第45期）以降営業損失を計上しております。また当事業年度の損益は営業損

失11億６千６百万円（前期は営業損失３億８千８百万円）、当期純損失25億１千万円（前期は当期純損

失９億１千２百万円）を計上しております。

当社は株式会社ゼンショーホールディングスの傘下に入り、そのグループシナジーを 大限に活用し

事業の業績改善に取り組んでまいります。計画に対し遅延すると判断した場合には、固定資産の処分を

含めた施策も講じてまいります。 

こうした取り組みは実施途上であり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

ます。 

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響を財務諸表には

反映しておりません。 

（５）財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)
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移動平均法による原価法

決算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)

移動平均法による原価法

終仕入原価法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

売価還元法による原価法 

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

終仕入原価法

定率法

ただし、建物(建物付属設備を除く)については定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物  １０年～３９年

構築物 １０年～２０年

器具備品 ３年～１５年

定額法

ただし、ソフトウェア（自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

(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を採用しております。

定額法

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

(2) その他有価証券

①時価のあるもの

②時価のないもの

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

a 生鮮食品

ｂその他の商品

(2) 貯蔵品

３ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

(4) 長期前払費用
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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。

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

店舗閉店に伴い発生する損失に備えるため、閉店又は転貸を決定した店舗について、今後発生すると

見込まれる損失額を計上しております。

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及び年金資産の見込額に基づき、当期

末において発生していると認められる額を計上しております。

また、数理計算上の差異は、各事業年度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。

なお、過去勤務債務は発生時に全額費用処理しております。

関係会社の事業に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案し、投資額を超えて当社が負担

することとなる損失見込額を計上しております。

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。

消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

(2) 賞与引当金

(3）店舗閉鎖損失引当金

(4) 退職給付引当金

(5) 関係会社事業損失引当金

５ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

６ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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当社は法人税法の改正に伴い、当事業年度より、2012年４月１日以後に取得した有形固定資産につい

ては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当事業年度の損益に与える影響は、軽微であります。

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2009年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 2009年12月４日)を適用しております。

利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

当社は、食料品・日用品雑貨を主体とした小売事業の展開とこれらの付随業務を事業内容とする単一事

業を行っているため、セグメント情報の記載を省略しております。 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

該当事項はありません。 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（追加情報）

(持分法損益等)

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

当事業年度
(自 2012年２月21日
至 2013年３月31日)

１株当たり純資産額 285円 91銭 177円 74銭

１株当たり当期純損失 39円 36銭 108円 31銭

項目
前事業年度

(自 2011年２月21日
至 2012年２月20日)

当事業年度
(自 2012年２月21日
至 2013年３月31日)

当期純損失（千円） 912,199 2,510,312

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失（千円） 912,199 2,510,312

期中平均株式数（千株） 23,178 23,178

(重要な後発事象)
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(自 2012年２月21日 至 2013年３月31日)

(注) １ 海産加工は、魚卵、干物魚、練物等であります。

２ デイリー・菓子は、一般菓子、パン、牛乳等であります。

３ 日配品は、麺類、漬物、冷凍食品、米等であります。

４ その他は、ドラッグ、たばこ、健康ランド内レストラン等であります。

５ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

６ 当事業年度は、２月決算から３月決算へ決算期の変更をしたことに伴い、2012年２月21日から2013年３月31

日までの変則決算となっておりますので、対前期増減比率は記載しておりません。

５．その他

（１）部門別売上実績

部門別 売上高(千円) 構成比(％)

生鮮食料品
・惣菜

精肉 2,335,340 10.5

鮮魚 1,441,200 6.5

青果 3,083,151 13.8

海産加工 749,479 3.3

惣菜 1,278,829 5.7

小計 8,888,001 39.8

非生鮮食料品

一般食品 3,853,067 17.2

デイリー・菓子 3,438,412 15.4

日配品 2,968,568 13.3

酒 1,503,742 6.7

小計 11,763,791 52.6

日用品雑貨 347,377 1.6

その他 1,338,841 6.0

合計 22,338,012 100.0
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