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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期の連結業績（平成26年３月21日～平成27年３月20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 ％

27年３月期 100,861 1.9 847 66.8 1,211 53.9 588 21.8

26年３月期 99,001 △1.3 507 △43.7 787 △33.5 483 △35.6

(注) 包括利益 27年３月期 1,203 百万円 (163.9％) 26年３月期 456 百万円 (△62.1％)

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

営業収益
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

27年３月期 30.56 ― 4.3 2.9 0.8

26年３月期 24.67 ― 3.5 1.9 0.5

(参考) 持分法投資損益 27年３月期 16百万円 26年３月期 15百万円
（注）営業収益は連結損益計算書の「売上高」と「営業収入」を合計して記載しております。

（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

27年３月期 41,680 15,441 34.4 744.22

26年３月期 41,059 14,348 32.3 689.43

(参考) 自己資本 27年３月期 14,336百万円 26年３月期 13,280百万円
　

（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

27年３月期 2,798 △827 △2,052 4,132

26年３月期 1,505 △560 △1,600 4,213
　

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 ％ ％

26年３月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 115 24.3 0.9

27年３月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00 134 22.9 1.0

28年３月期(予想) ― 4.00 ― 4.00 8.00 25.7
　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年３月21日～平成28年３月20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) 49,820 △1.2 310 11.1 330 △32.6 130 △45.4 6.75

通 期 101,100 0.2 1,220 44.0 1,240 2.3 600 1.9 31.15
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※ 注記事項

（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

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

　
（２）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 ： 無

　④ 修正再表示 ： 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) 27年３月期 20,425,218 株 26年３月期 20,425,218 株

② 期末自己株式数 27年３月期 1,161,652 株 26年３月期 1,161,542 株

③ 期中平均株式数 27年３月期 19,263,606 株 26年３月期 19,595,938 株

　

(参考) 個別業績の概要

１．平成27年３月期の個別業績（平成26年３月21日～平成27年３月20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 ％

27年３月期 100,017 1.9 660 108.3 1,035 69.9 481 21.8

26年３月期 98,149 △1.2 316 △57.3 609 △44.7 395 △44.5
　

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

27年３月期 25.01 ―

26年３月期 20.11 ―
　

（２）個別財政状態

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

27年３月期 39,545 14,424 36.5 748.79

26年３月期 38,888 13,481 34.7 699.83

(参考) 自己資本 27年３月期 14,424百万円 26年３月期 13,481百万円
　

２．平成28年３月期の個別業績予想（平成27年３月21日～平成28年３月20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) 49,400 △1.2 250 34.9 270 △32.3 90 △50.0 4.67

通 期 100,200 0.2 1,050 59.0 1,080 4.3 500 3.8 25.96
　

※ 監査手続の実施状況に関する表示

　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。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　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・財政状

態に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。
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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

①当期の経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府や日銀による積極的な経済・金融政策により、円安・株高傾向が続

き、製造業を中心に企業業績が上向くなど、景気は緩やかな回復基調をたどりました。スーパーマーケット業界に

おきましては、消費増税に伴う駆け込み需要の反動減や物価上昇に伴う実質所得の低下による節約志向の継続な

ど、消費環境は力強さに欠ける状況が続きました。

　こうしたなか当社グループは、『収益体質の強化』を基本方針に、全店がその地域において「お客様支持№１店

舗」になることを全社目標に掲げ、必ず結果を出す年度と位置付けて取り組んでまいりました。

　商品政策では、商品の鮮度、品質、おいしさに対する取り組みを強化し、惣菜を含めた生鮮食品の販売構成比を

高めるとともに、“バイヤーいち押し商品”や当社の独自性を発揮できる“名物商品”の開発・育成に取り組んで

まいりました。

　販売政策では、旬の食材を使った料理提案や“４時からセール”での試食販売、クッキングサポートコーナーで

の実演販売など、メニューやおいしさが伝わる食生活提案型の売場づくりで競合他社との差別化を図りました。ま

た、毎月20日の“お客様感謝デー”開催や、お客様の購入履歴に基づいた割引クーポン券の発行などポイントカー

ド「グラッチェカード」を活用した販促企画を実施し、集客力の向上に取り組んでまいりました。

　店舗政策では、平成26年６月にグラッチェタウン西尾（西尾寄住店、愛知県西尾市）を新設するとともに、新安

城店(愛知県安城市)や西枇フランテ館（愛知県清須市）など７店舗の改装を実施いたしました。また、電気料金の

値上げ対策として、ＬＥＤ照明や省力什器の導入を進め、電気使用量の削減を図りました。

　このような結果、当連結会計年度における経営成績は、新店による増収に加え既存店売上高が前期比100.8％と

伸張したことから、売上高に営業収入を加えた営業収益は1,008億61百万円（前期比1.9％増）となりました。ま

た、利益面では、生鮮食品の販売強化と廃棄ロス削減の取り組みによって粗利益率が改善したことなどから、営業

利益は８億47百万円（前期比66.8％増）、経常利益は12億11百万円（前期比53.9％増）、当期純利益は５億88百万円

（前期比21.8％増）となり、増収増益決算となりました。

　なお、第１四半期連結会計期間より、当社グループの事業は単一セグメントに変更したため、セグメント別の

記載を省略しております。

②次期の見通し

次期の見通しにつきましては、景気は緩やかな回復基調が続くものの、個人消費は実質所得が伸び悩む中で、今

後も節約志向が継続することが懸念され、また、業種・業態の垣根を越えた販売競争はますます激しさを増すもの

と予想されます。

　こうした状況の中で当社グループは、中期３ヵ年計画のテーマに掲げた“持続的成長”を目指し、①当社の強み

を最大限発揮、②店舗及び本部の生産性向上、③働き甲斐のある職場作りの３つを経営課題の軸として取り組んで

まいります。

　通期の連結業績見通しといたしましては、営業収益1,011億円（前期比0.2％増）、営業利益12億20百万円（前期

比44.0％増）、経常利益12億40百万円（前期比2.3％増）、当期純利益６億円（前期比1.9％増）を見込んでおりま

す。

（会計方針の変更）

次期の業績予想は以下の会計方針の変更を前提に作成しております。

　当社は、仕入先に対する情報処理手数料を、営業外収益「オンライン手数料」として処理しておりましたが、次

期より売上原価から控除する方法に変更いたします。

　この変更により、営業利益は３億48百万円の増加を見込んでおりますが、経常利益には影響ありません。

　

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、投資有価証券の時価が増加したことにより、前連結会計年度末と比べ６億21百万

円増加し、416億80百万円となりました。

負債につきましては、有利子負債が減少したことにより、前連結会計年度末に比べて４億71百万円減少し、262

億39百万円となりました。

純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の増加や当期純利益の計上による利益剰余金の増加により、

前連結会計年度末と比べて10億93百万円増加し、154億41百万円となりました。
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②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ81百万円減少し、41億32百万円となり

ました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローは以下のとおりであります。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」により得られた資金は、税金等調整前当期純利益の増加やたな卸資産の

増加等により、前連結会計年度末に比べ12億93百万円増加し、27億98百万円となりました。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」により支出した資金は、新規出店等に伴う設備投資により、前連結会計

年度に比べ２億67百万円増加し、８億27百万円となりました。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」により支出した資金は、有利子負債の返済により、20億52百万円の支出

となりました。

　

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期

自己資本比率（％） 31.9 29.2 33.3 32.3 34.4

時価ベースの自己資本比率
（％）

32.3 39.2 37.3 29.8 32.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

9.9 12.5 16.5 9.2 4.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

5.9 4.9 3.8 7.0 16.0

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

（注1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

（注2）株式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います。

（注3）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によるキャッシュ・フローを利用しています。

（注2）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います。

　

（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、株主の皆様への利益還元を重要な経営施策の一つとして位置づけ、安定的な配当を継続して行うことを

基本としつつ、各事業年度の業績と将来の事業展開を勘案し、業績に応じた適正な利益配分を行うことを基本方針

としております。

　また、当社は、中間配当及び期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本としております。これらの配当

決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。

　以上の方針に基づき、当期の期末配当につきましては、１株につき４円を予定し、中間配当３円を合わせました

年間配当は７円となる予定です。

　次期の配当につきましては、１株につき中間配当４円、期末配当４円の年間配当８円を予定しております。

　

（４）事業等のリスク

当社グループの経営成績および財政状態のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項には

以下のようなものがありますが、これは提出日現在において当社グループが判断したものであり、事業等のリスク

はこれらに限定されるものではありません。

（１）景気動向等の影響に関するリスク

当社グループは小売業を主要事業として営んでおり、景気や個人消費の動向などに基づき事業計画を立てており

ますが、経済情勢の変化や異常気象等による消費行動の変化、また電力使用の制限や燃料コストの引上げ等が発生

した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（２）業界動向および競争激化に関するリスク

当社グループがドミナントエリアとしている東海地区は、オーバーストアの状況にありますが、引き続き業種・

業態を超えた新規出店や参入が続いております。このような状況下、当社グループは競合他社の動向を把握すると

ともに、より競争力のある店舗作りと差別化を図っていく所存ですが、今後さらに競合他社の出店が加速した場

合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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（３）食品の安全性に関するリスク

当社グループは生鮮食品から加工食品、日配食品など食品中心に広範囲にわたって商品を扱っております。食の

安全・安心に対する関心がますます高まる中、食品の衛生管理、品質管理をより強固なものとするために生鮮加工

センターを稼動させ、お客様が安全・安心、信頼してお買物いただける店づくりを心掛けております。しかしなが

ら、食中毒事故や商品の信頼性を損なう事件・事故の発生等予期せぬ事態により、お客様の食品に対する不安感か

ら需要が減少した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（４）自然災害・事故に関するリスク

当社グループがドミナントエリアとしている東海地区は、東海地震および南海トラフ地震に係る地震防災対策推

進地域および津波避難対策特別強化地域に含まれております。台風や風水害および地震・火災等による予期せぬ災

害やシステム障害などが発生した場合に備え、防災や事故対応マニュアルの整備、防災訓練の実施、安否確認シス

テム導入など社内体制を整備し緊急時に備えてはおりますが、従業員の罹災による人的資源の喪失や建物等の固定

資産ならびに商品等への影響から、営業活動を一時中断もしくは縮小せざるを得ないような場合、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。

（５）法的規制に関するリスク

当社グループの事業活動は、会社法をはじめ、大規模小売店舗立地法、食品衛生法、ＪＡＳ法、独占禁止法や環

境・リサイクル関連法規、雇用等に係る各種の法令・規制等の適用を受けております。当社グループにおいては、

コンプライアンスの重要性についての教育を行い、日常行動の基本的な考え方や判断基準を定めたヤマナカ企業行

動憲章に基づき行動しております。しかしながら、今後これら法的規制が強化されたり、新たな規制により事業活

動が制限された場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（６）保有資産の減損に関するリスク

当社グループは減損会計適用の対象となる事業資産を所有しております。競争の激化や周辺環境の変化により、

保有する資産の時価が著しく低下した場合、もしくは店舗の営業損益に悪化が見られ短期間に回復が見られない場

合、減損損失が発生し当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（７）個人情報の保護に関するリスク

当社グループはお客様へのサービス向上のためのポイントカードやクレジットカードの取り扱いを通じ、お客様

の個人情報を保有しております。これらの情報管理につきましては個人情報保護に関する法律に基づき社内規程の

整備や従業員への教育徹底、また情報システムのセキュリティ対策を行っております。しかしながらこれらの対策

にもかかわらず、万一システムのトラブルや犯罪行為により個人情報が流出した場合や不正使用等の事態が発生し

た場合、社会的信用や企業イメージが低下し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（８）訴訟事件の発生に関するリスク

当社グループは仕入業者、不動産賃貸人、その他の取引先と多種多様な契約を締結しており、これらの関係先と

良好な関係を構築するよう努めておりますが、諸事情によりこれら関係先との間で訴訟が生じた場合、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（９）システム障害の発生に関するリスク

当社グループは通信ネットワークやコンピュータシステムを使用し、商品の調達や販売、情報共有や業務の効率

化など多岐にわたるオペレーションを実施しております。各種システムは通信回線の二重化、不正侵入防止等の対

策を講じておりますが、自然災害や事故等により甚大な設備の損壊があった場合、また通信回線や電力供給に支障

が出た場合、あるいは不正侵入や従業員の過誤による障害が起き業務の遂行に支障をきたした場合、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（10）不正行為に関するリスク

当社グループは経理等の業務について内部牽制を強化するとともに、内部通報制度の周知徹底と不正防止のため

の社内研修の充実を図っております。また、業務執行部門から独立した組織である内部監査室がモニタリングを実

施するなどして不正行為に関するリスク防止に努めておりますが、管理体制およびモニタリングの不備やリスクの

把握不足、企業風土や従業員の倫理観が欠如し資産横領や会計記録の改ざんなどの不正行為が発生した場合、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（11）労務コストの上昇に関するリスク

当社グループは組織・人事制度改革、店舗オペレーション改革等を通じて店舗業務の効率化やシステム化推進等

により、労務コストの上昇を吸収するべく生産性の向上に取り組んでおります。しかしながら正社員と非正規社員

の均等処遇を目指した法改正等により労務コストが一段と上昇した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

決算短信 （宝印刷）  2015年04月25日 11時29分 6ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社ヤマナカ(8190) 平成27年３月期 決算短信

－ 5 －

２．企業集団の状況

最近の有価証券報告書（平成26年6月18日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため、開示を省略しております。

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

当社グループは、豊かで楽しい食生活の実現を目指し、商業を通じて地域社会に貢献することを使命としておりま

す。変化の激しい経営環境の中、食品を核とした事業に経営資源を集中させ、「お客様の支持を高めることがわれわ

れの生きがいであり唯一の成長の道である」との経営理念に基づき、地域ひとりひとりのお客様の声を大切にした店

づくりを目指し、地域に密着した便利で買いやすい食品スーパーマーケットの確立に積極的に取り組んでまいりま

す。

（２）目標とする経営指標

当社グループは、毎期目標として掲げる売上高及び営業利益の達成率を重視し、中長期的には、収益性及び資本効

率の観点から営業利益率及び自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標として、収益体質の強化に取り組ん

でまいります。

（３）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

当社グループを取り巻く今後の経営環境は、人口減少や少子高齢化の進展など消費市場全体の規模が縮小する中

で、競合他社の出店攻勢に加え、コンビニやドラッグストアなど業種・業態を越えた販売競争が激化するなど、今

後も厳しい状況が続くものと予想されます。

こうしたなか当社グループは、平成28年３月期を初年度とする中期３ヵ年計画を策定し、

① 東海地区の食品スーパーとして、全店が「お客様支持№１店舗」になる

② 従業員が“やりがいと誇り”を持てる会社になる

③ 株主、取引先、金融機関から信頼される企業になる

という３つのビジョンを掲げ、その実現に向けて、

① 当社の強みを最大限発揮

② 店舗及び本部の生産性向上

③ 働き甲斐のある職場作り

の３つを経営課題の軸として取り組んでまいります。

具体的な施策として、商品政策では、商品の鮮度、品質、おいしさに対する取り組みを一層強化し、惣菜を含め

た生鮮食品の販売構成比を高めるとともに、お客様のライフスタイルの変化に対応した商品構成の見直しなどマー

チャンダイジングの確立に取り組んでまいります。

　店舗政策では、既存店活性化のための改装投資に重点を置くとともに、業態別では特に当社の強みである高質業

態のフランテを強化し、郊外型フランテモデルを確立することによって、立地や商圏の状況に応じて、一部既存店

舗についてフランテへの業態変更を進めてまいります。

　効率面では、新基幹システムの導入を機に、店舗においては店内作業の効率化に向けた基本作業の徹底、商品の

発注支援システムやセルフレジの導入により、従業員の稼働時間を削減するとともに、本部においては各部署の業

務を抜本的に見直し、本部のスリム化を進めながら全社的な生産性向上を図ってまいります。

　人事政策では、店長塾やパートナー研修など社内の教育研修制度を充実させるとともに、人事評価制度の見直し

を図り、若手社員や女性社員の人材登用を進めながら、職場の活性化を推進してまいります。

　その他、社外取締役の導入や連結子会社との連携強化など、当社グループにおけるコーポレートガバナンス体制

や内部統制システムの充実・強化を図ってまいります。

　これらの経営課題を着実に実行し、経営の『質』を向上させることによって、“持続的成長”を実現してまいり

ます。
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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26年３月20日)

当連結会計年度
(平成27年３月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2 4,337,835 ※2 4,323,480

売掛金 922,809 1,002,030

商品及び製品 2,609,475 2,547,534

仕掛品 619 387

原材料及び貯蔵品 35,032 25,160

繰延税金資産 238,079 314,452

その他 1,836,761 2,108,233

貸倒引当金 △2,546 △2,862

流動資産合計 9,978,067 10,318,417

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2 28,422,256 ※2 29,766,621

減価償却累計額 △20,369,703 △20,982,528

建物及び構築物（純額） 8,052,553 8,784,092

機械装置及び運搬具 2,694,198 2,542,339

減価償却累計額 △2,361,098 △2,235,130

機械装置及び運搬具（純額） 333,099 307,208

工具、器具及び備品 4,148,904 4,123,840

減価償却累計額 △3,860,179 △3,785,109

工具、器具及び備品（純額） 288,725 338,731

土地 ※2 9,965,697 ※2 9,972,784

リース資産 1,251,957 1,288,491

減価償却累計額 △577,688 △778,134

リース資産（純額） 674,268 510,357

建設仮勘定 521,076 756

有形固定資産合計 19,835,419 19,913,929

無形固定資産

借地権 618,831 554,213

その他 44,807 285,202

無形固定資産合計 663,638 839,416

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 3,206,232 ※1 4,104,364

差入保証金 6,633,453 5,857,343

繰延税金資産 14,899 7,802

その他 783,984 659,405

貸倒引当金 △67,407 △63,809

投資その他の資産合計 10,571,163 10,565,106

固定資産合計 31,070,222 31,318,452

繰延資産

社債発行費 11,162 43,973

繰延資産合計 11,162 43,973

資産合計 41,059,452 41,680,843
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月20日)

当連結会計年度
(平成27年３月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 5,427,970 5,342,809

短期借入金 ※2 1,415,000 ※2 1,315,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2,※3,※4 2,569,850 ※2,※3,※4 2,968,600

1年内償還予定の社債 1,250,000 398,000

未払金 831,721 1,100,700

未払費用 1,144,882 1,166,992

未払法人税等 368,265 443,362

賞与引当金 231,434 315,147

ポイント引当金 104,736 125,788

その他 505,650 1,161,301

流動負債合計 13,849,510 14,337,703

固定負債

社債 800,000 2,402,000

長期借入金 ※2,※3,※4 7,774,350 ※2,※3,※4 5,102,000

リース債務 610,501 456,336

繰延税金負債 343,250 736,950

退職給付引当金 866,649 -

退職給付に係る負債 - 756,558

長期預り保証金 ※2 1,076,276 ※2 1,027,094

資産除去債務 1,248,746 1,311,818

その他 141,838 108,854

固定負債合計 12,861,611 11,901,613

負債合計 26,711,122 26,239,316

純資産の部

株主資本

資本金 4,220,618 4,220,618

資本剰余金 5,766,230 5,766,230

利益剰余金 4,170,515 4,643,609

自己株式 △1,889,537 △1,889,613

株主資本合計 12,267,826 12,740,844

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,013,121 1,590,095

退職給付に係る調整累計額 - 5,404

その他の包括利益累計額合計 1,013,121 1,595,500

少数株主持分 1,067,382 1,105,180

純資産合計 14,348,330 15,441,526

負債純資産合計 41,059,452 41,680,843
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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25年３月21日
　至 平成26年３月20日)

当連結会計年度
(自 平成26年３月21日
　至 平成27年３月20日)

売上高 93,967,168 95,738,647

売上原価 70,494,958 71,204,199

売上総利益 23,472,209 24,534,447

営業収入 5,034,006 5,122,787

営業総利益 28,506,215 29,657,234

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,548,115 1,593,490

配送費 2,862,775 2,881,895

給料及び賞与 11,018,726 11,282,646

賞与引当金繰入額 228,576 310,879

福利厚生費 1,180,874 1,267,699

退職給付費用 350,371 320,903

水道光熱費 2,259,130 2,282,379

地代家賃 4,038,945 4,073,399

減価償却費 1,136,611 1,240,527

その他 3,374,174 3,556,066

販売費及び一般管理費合計 27,998,300 28,809,889

営業利益 507,914 847,345

営業外収益

受取利息 25,728 23,658

受取配当金 48,438 48,759

持分法による投資利益 15,866 16,927

オンライン手数料 393,139 384,272

その他 85,748 131,255

営業外収益合計 568,921 604,873

営業外費用

支払利息 201,973 159,470

社債発行費償却 12,986 15,218

その他 74,364 65,585

営業外費用合計 289,324 240,274

経常利益 787,511 1,211,944
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成25年３月21日
　至 平成26年３月20日)

当連結会計年度
(自 平成26年３月21日
　至 平成27年３月20日)

特別利益

固定資産売却益 ※1 74,840 ※1 37

固定資産受贈益 - 22,721

投資有価証券売却益 213,147 -

収用補償金 12,285 -

特別利益合計 300,272 22,759

特別損失

固定資産売却損 ※2 36 ※2 -

固定資産除却損 ※3 19,981 ※3 14,052

減損損失 ※4 209,315 ※4 42,383

投資有価証券売却損 - 3,400

特別損失合計 229,333 59,835

税金等調整前当期純利益 858,450 1,174,868

法人税、住民税及び事業税 321,707 543,969

法人税等調整額 934 4,424

法人税等合計 322,641 548,393

少数株主損益調整前当期純利益 535,808 626,474

少数株主利益 52,421 37,798

当期純利益 483,387 588,676
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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25年３月21日
　至 平成26年３月20日)

当連結会計年度
(自 平成26年３月21日
　至 平成27年３月20日)

少数株主損益調整前当期純利益 535,808 626,474

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △79,800 576,974

その他の包括利益合計 ※ △79,800 ※ 576,974

包括利益 456,008 1,203,449

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 403,587 1,165,650

少数株主に係る包括利益 52,421 37,798
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成25年３月21日 至 平成26年３月20日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,220,618 5,766,230 3,802,710 △874,412 12,915,147

当期変動額

剰余金の配当 △115,583 △115,583

当期純利益 483,387 483,387

自己株式の取得 △163 △163

自己株式のその他の

変動額
△1,014,961 △1,014,961

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 367,804 △1,015,125 △647,320

当期末残高 4,220,618 5,766,230 4,170,515 △1,889,537 12,267,826

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券評価差

額金

退職給付に係る調整累

計額

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 1,092,921 ― 1,092,921 ― 14,008,068

当期変動額

剰余金の配当 △115,583

当期純利益 483,387

自己株式の取得 △163

自己株式のその他の

変動額
△1,014,961

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
△79,800 ― △79,800 1,067,382 987,582

当期変動額合計 △79,800 ― △79,800 1,067,382 340,261

当期末残高 1,013,121 ― 1,013,121 1,067,382 14,348,330
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当連結会計年度(自 平成26年３月21日 至 平成27年３月20日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,220,618 5,766,230 4,170,515 △1,889,537 12,267,826

当期変動額

剰余金の配当 △115,581 △115,581

当期純利益 588,676 588,676

自己株式の取得 △76 △76

自己株式のその他の

変動額
株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 473,094 △76 473,018

当期末残高 4,220,618 5,766,230 4,643,609 △1,889,613 12,740,844

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券評価差

額金

退職給付に係る調整累

計額

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 1,013,121 ― 1,013,121 1,067,382 14,348,330

当期変動額

剰余金の配当 △115,581

当期純利益 588,676

自己株式の取得 △76

自己株式のその他の

変動額
株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
576,974 5,404 582,379 37,798 620,177

当期変動額合計 576,974 5,404 582,379 37,798 1,093,196

当期末残高 1,590,095 5,404 1,595,500 1,105,180 15,441,526
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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25年３月21日
　至 平成26年３月20日)

当連結会計年度
(自 平成26年３月21日
　至 平成27年３月20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 858,450 1,174,868

減価償却費 1,184,920 1,291,115

減損損失 209,315 42,383

貸倒引当金の増減額（△は減少） 616 △3,281

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,353 83,713

退職給付引当金の増減額（△は減少） △137,499 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - △101,414

受取利息及び受取配当金 △74,167 △72,418

支払利息 201,973 159,470

持分法による投資損益（△は益） △15,866 △16,927

固定資産売却損益（△は益） △74,803 △37

固定資産除却損 19,981 14,052

売上債権の増減額（△は増加） △27,641 △79,221

たな卸資産の増減額（△は増加） △239,304 72,044

仕入債務の増減額（△は減少） 87,566 △85,160

投資有価証券売却損益（△は益） △213,147 3,400

未払金の増減額（△は減少） 51,679 145,862

その他 △59,440 727,555

小計 1,761,278 3,356,002

利息及び配当金の受取額 49,443 49,443

利息の支払額 △199,960 △154,840

法人税等の支払額 △105,566 △451,610

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,505,195 2,798,995

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 △35,750 △96,337

定期預金の払戻による収入 21,200 29,600

有形固定資産の取得による支出 △1,631,130 △1,242,240

有形固定資産の売却による収入 187,764 37

無形固定資産の取得による支出 △13,150 △147,722

投資有価証券の売却による収入 264,855 9,100

差入保証金の差入による支出 △13,198 △37,638

差入保証金の回収による収入 732,163 583,475

預り保証金の受入による収入 59,008 69,782

預り保証金の返還による支出 △98,593 △61,175

その他 △33,252 65,944

投資活動によるキャッシュ・フロー △560,083 △827,173
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成25年３月21日
　至 平成26年３月20日)

当連結会計年度
(自 平成26年３月21日
　至 平成27年３月20日)

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） △700,000 △100,000

長期借入れによる収入 4,644,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △3,751,522 △2,673,600

社債の発行による収入 - 1,951,970

社債の償還による支出 △1,425,000 △1,250,000

リース債務の返済による支出 △252,555 △265,822

自己株式の取得による支出 △163 △76

配当金の支払額 △115,555 △115,387

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,600,796 △2,052,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △655,685 △81,093

現金及び現金同等物の期首残高 4,869,171 4,213,485

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 4,213,485 ※ 4,132,392
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（５）連結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)

該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 3社

㈱アイビー

プレミアムサポート㈱

サンデイリー㈱

(2) 非連結子会社の数 2社

㈱安祥

醍醐食品㈱

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除い

ております。

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用関連会社の数 1社

新安城商業開発㈱

(2) 持分法を適用しない関連会社 2社

アスティ開発㈱

ヤマナカ商事㈱

持分法を適用しない理由

持分法を適用していない関連会社は、いずれも小規模会社であり、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、持分法の適用から除いて

おります。

(3) 持分法を適用しない非連結子会社 2社

㈱安祥

醍醐食品㈱

持分法を適用しない理由

持分法を適用していない非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、当期純損益(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、持分法の適用から除

いております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と同一であります。

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

イ 時価のある有価証券

決算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)

ロ 時価のない有価証券

移動平均法による原価法

たな卸資産

① 商品及び製品

主として売価還元法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

ただし、生鮮加工センター等の商品は、最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）

② 仕掛品、原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
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(2) 重要な減価償却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）

建物(サンデイリー㈱の工場建物設備及び建物附属設備を除く)は、定額法

その他の資産は、定率法

主な耐用年数

建物及び構築物 ８年～39年

工具、器具及び備品 ５年～10年

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年均等償却

② 無形固定資産（リース資産を除く）及び長期前払費用

定額法 なお、ソフトウェア(自社利用)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

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。

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３月20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) 重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

償還までの期間にわたり均等額を償却しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については、貸倒実績率による計算額を、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。

② 賞与引当金

従業員及びパートナーの賞与の支払に充てるために、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計上して

おります。

③ ポイント引当金

グラッチェカード会員に付与したポイント及び満点グラッチェ買物券の使用に備えるため、当連結会計年度

末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計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（12年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利スワップ 借入金の利息

③ ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ご

とに行っております。

④ ヘッジの有効性の評価方法

特例処理の要件を満たす金利スワップについては、決算日における有効性の評価を省略しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲に含めた現金及び現金同等物は、手許現金及び要求払預

金のほか、取得日より3カ月以内に満期日が到来する定期預金からなっております。

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。
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(会計方針の変更)

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指

針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債とし

て計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給付に係る負債に計上いたしました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結

会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減してお

ります。

　この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が756,558千円計上されております。また、その他の

包括利益累計額が5,404千円増加しております。

　

(未適用の会計基準等)

・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日)

・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日)

(1) 概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去

勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。

(2) 適用予定日

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成28年３月期の期首より適用予定です。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。

　

(連結貸借対照表関係)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

前連結会計年度
(平成26年３月20日)

当連結会計年度
(平成27年３月20日)

投資有価証券 613,317千円 630,245千円

　

※２ 担保に供している資産及び自己株式は次のとおりであります。

前連結会計年度
(平成26年３月20日)

当連結会計年度
(平成27年３月20日)

定期預金 ―千円 63,480千円

建物及び構築物 218,927千円 207,429千円

土地 993,043千円 993,043千円

計 1,211,971千円 1,263,953千円

上記の資産を担保に供している債務は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(平成26年３月20日)

当連結会計年度
(平成27年３月20日)

短期借入金 50,000千円 50,000千円

1年内返済予定の長期借入金 45,600千円 561,600千円

長期借入金 585,600千円 24,000千円

長期預り保証金 ―千円 63,480千円

計 681,200千円 699,080千円
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※３ 財務制限条項

(前連結会計年度)

当社の借入金のうち、シンジケートローン契約（契約日平成22年9月27日、借入金残高400,000千円及び契約日平

成25年3月26日、借入金残高1,275,000千円）には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、契

約上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

(1)各年度の決算期末における単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、以下の通り維持すること。

①平成22年9月27日契約の借入金については直前の決算期または平成22年3月に終了した決算期の末日時点におけ

る金額のいずれか大きい方の75％の金額以上。

②平成25年3月26日契約の借入金については直前の決算期または平成24年３月に終了した決算期の末日時点にお

ける金額のいずれか大きい方の75％の金額以上。

(2)各年度の決算期にかかる単体及び連結の損益計算書上の経常損益につき、それぞれ2期連続して経常損失を計

上しないこと。

　

(当連結会計年度)

当社の借入金のうち、シンジケートローン契約（契約日平成22年9月27日、借入金残高200,000千円及び契約日平

成25年3月26日、借入金残高975,000千円）には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、契約

上すべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。

(1)各年度の決算期末における単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の金額を、以下の通り維持すること。

①平成22年9月27日契約の借入金については直前の決算期または平成22年3月に終了した決算期の末日時点におけ

る金額のいずれか大きい方の75％の金額以上。

②平成25年3月26日契約の借入金については直前の決算期または平成24年３月に終了した決算期の末日時点にお

ける金額のいずれか大きい方の75％の金額以上。

(2)各年度の決算期にかかる単体及び連結の損益計算書上の経常損益につき、それぞれ2期連続して経常損失を計

上しないこと。

　

※４ 連結子会社における財務制限条項

(前連結会計年度)

連結子会社であるサンデイリー㈱は、金融機関からの一部の借入金（契約日平成24年7月31日、借入金残高

588,000千円）については、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、契約上すべての債務につい

て期限の利益を喪失する可能性があります。

①各年度の決算期末における貸借対照表における純資産の部の合計金額をマイナスしないこと。

②各年度の決算期にかかる単体の損益計算書上の営業損益に関して2期連続して営業損失を計上しないこと。

　

(当連結会計年度)

連結子会社であるサンデイリー㈱は、金融機関からの一部の借入金（契約日平成24年7月31日、借入金残高

552,000千円）については、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、契約上すべての債務につい

て期限の利益を喪失する可能性があります。

①各年度の決算期末における貸借対照表における純資産の部の合計金額をマイナスしないこと。

②各年度の決算期にかかる単体の損益計算書上の営業損益に関して2期連続して営業損失を計上しないこと。

　

５ 連結子会社以外の関連会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行なっております。

前連結会計年度
(平成26年３月20日)

当連結会計年度
(平成27年３月20日)

新安城商業開発㈱ 430,000千円 406,000千円

　

６ 当社及び一部の連結子会社において、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関数行と当座貸越契約を

締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

前連結会計年度
(平成26年３月20日)

当連結会計年度
(平成27年３月20日)

当座貸越限度額の総額 9,800,000千円 9,800,000千円

借入実行残高 1,265,000千円 1,165,000千円

差引額（未実行残高） 8,535,000千円 8,635,000千円
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(連結損益計算書関係)

※１ 固定資産売却益の内訳

前連結会計年度
(自 平成25年３月21日
至 平成26年３月20日)

当連結会計年度
(自 平成26年３月21日
至 平成27年３月20日)

機械装置及び運搬具 293千円 27千円

工具、器具及び備品 ―千円 10千円

土地 74,546千円 ―千円

計 74,840千円 37千円

※２ 固定資産売却損の内訳

前連結会計年度
(自 平成25年３月21日
至 平成26年３月20日)

当連結会計年度
(自 平成26年３月21日
至 平成27年３月20日)

機械装置及び運搬具 36千円 ―千円

※３ 固定資産除却損の内訳

前連結会計年度
(自 平成25年３月21日
至 平成26年３月20日)

当連結会計年度
(自 平成26年３月21日
至 平成27年３月20日)

建物及び構築物 2,427千円 2,194千円

機械装置及び運搬具 5,392千円 3,210千円

工具、器具及び備品 2,148千円 1,851千円

撤去費用他 10,013千円 6,795千円

計 19,981千円 14,052千円

※４ 減損損失

前連結会計年度(自 平成25年３月21日 至 平成26年３月20日)

当連結会計年度において当社グループは、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。

(単位：千円)

用途 種類 場所 金額

店舗 土地、建物等
愛知県 3店舗
三重県 1店舗

161,729

賃貸物件 土地、建物等
愛知県 1物件
三重県 2物件

47,343

遊休資産 土地 岐阜県 1物件 242

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、主として店舗を基本単位としたグルーピングを

行っております。

賃貸物件、遊休資産についても個々の資産単位を1グループとしております。

営業活動から生じる損益が継続してマイナスである店舗又は工場、賃貸物件及び市場価額が帳簿価額より下落し

ている遊休資産については、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とし

て特別損失に計上しております。

なお、当該資産グループの回収可能価額の評価に当たっては、正味売却価額または使用価値により測定し、正味

売却価額には不動産鑑定評価額を、使用価値については、将来キャッシュ・フローを割引率2.4％で割り引いてお

ります。
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当連結会計年度(自 平成26年３月21日 至 平成27年３月20日)

当連結会計年度において当社グループは、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。

(単位：千円)

用途 種類 場所 金額

店舗 土地、建物等
愛知県 2店舗
三重県 1店舗

42,174

遊休資産 土地 岐阜県 1物件 208

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、主として店舗を基本単位としたグルーピングを

行っております。

賃貸物件、遊休資産についても個々の資産単位を1グループとしております。

営業活動から生じる損益が継続してマイナスである店舗又は工場、賃貸物件及び市場価額が帳簿価額より下落し

ている遊休資産については、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とし

て特別損失に計上しております。

なお、当該資産グループの回収可能価額の評価に当たっては、正味売却価額または使用価値により測定し、正味

売却価額には不動産鑑定評価額を、使用価値については、将来キャッシュ・フローを割引率3.0％で割り引いてお

ります。

　

(連結包括利益計算書関係)

　※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

前連結会計年度
(自 平成25年３月21日
至 平成26年３月20日)

当連結会計年度
(自 平成26年３月21日
至 平成27年３月20日)

その他有価証券評価差額金

　当期発生額 89,752千円 893,704千円

　組替調整額 △213,147千円 ―千円

　 税効果調整前 △123,395千円 893,704千円

　 税効果額 43,595千円 △316,729千円

　 その他有価証券評価差額金 △79,800千円 576,974千円

その他の包括利益合計 △79,800千円 576,974千円

　

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成25年３月21日 至 平成26年３月20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

株式の種類 当連結会計年度期首(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計年度末(株)

発行済株式

　普通株式 20,425,218 ― ― 20,425,218

　合計 20,425,218 ― ― 20,425,218

自己株式

　普通株式 235,911 925,631 ― 1,161,542

　合計 235,911 925,631 ― 1,161,542

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

取締役会決議に基づき取得した連結子会社の有する当社普通株式

　 1,152,000株のうち、少数株主の持分に相当する株式の取得による増加 925,402株

　単元未満株式の買取りによる増加 229株

　

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
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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
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成25年６月14日
定時株主総会

普通株式 61,247 3.00 平成25年３月20日 平成25年６月17日

平成25年10月28日
取締役会

普通株式 57,791 3.00 平成25年９月20日 平成25年12月３日

（注) 配当金の総額は、当社の配当した金額の総額であります。このうち連結子会社が所有している当社株式への配

当が平成25年６月17日効力発生日分については3,456千円が連結上消去されております。

　

　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
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成26年６月17日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 57,791 3.00 平成26年３月20日 平成26年６月18日

（注) 配当金の総額は、当社の配当した金額の総額であります。

　

当連結会計年度(自 平成26年３月21日 至 平成27年３月20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

株式の種類 当連結会計年度期首(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計年度末(株)

発行済株式

　普通株式 20,425,218 ― ― 20,425,218

　合計 20,425,218 ― ― 20,425,218

自己株式

　普通株式 1,161,542 110 ― 1,161,652

　合計 1,161,542 110 ― 1,161,652

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式の買取りによる増加 110株

　

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

　

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
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成26年６月17日
定時株主総会

普通株式 57,791 3.00 平成26年３月20日 平成26年６月18日

平成26年10月27日
取締役会

普通株式 57,790 3.00 平成26年９月20日 平成26年12月２日

（注) 配当金の総額は、当社の配当した金額の総額であります。

　

　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
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成27年６月16日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 77,054 4.00 平成27年３月20日 平成27年６月17日

（注) 配当金の総額は、当社の配当した金額の総額であります。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 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

前連結会計年度
(自 平成25年３月21日
至 平成26年３月20日)

当連結会計年度
(自 平成26年３月21日
至 平成27年３月20日)

現金及び預金勘定 4,337,835千円 4,323,480千円

預け入れる期間が３カ月を超える
定期預金

△124,350千円 △127,607千円

担保に供している定期預金 ―千円 △63,480千円

現金及び現金同等物 4,213,485千円 4,132,392千円

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前連結会計年度(自 平成25年３月21日 至 平成26年３月20日)

当社グループは、「小売事業及び小売周辺事業」以外の事業の重要性が乏しいため、第１四半期連結会計期間

より、セグメント情報の記載を省略しております。

　

Ⅱ 当連結会計年度(自 平成26年３月21日 至 平成27年３月20日)

当社グループは、「小売事業及び小売周辺事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

(報告セグメントの変更等に関する事項)

当社グループは、従来「小売事業及び小売周辺事業」「スポーツクラブ事業」「不動産事業」の３事業を事業

セグメントとしておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「小売事業及び小売周辺事業」の単一セグメン

トに変更しております。

　当社グループにおける事業セグメントにつきましては、今後「小売事業及び小売周辺事業」を中心に、「スポ

ーツクラブ事業」「不動産事業」は付随した一体的な事業と捉え、経営資源の配分及び事業評価を行っていくこ

とから、「小売事業及び小売周辺事業」の単一セグメントが適当であると判断したことによるものであります。

　この変更により、当社グループは単一セグメントとなることから、第１四半期連結会計期間よりセグメント

情報の記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成25年３月21日
至 平成26年３月20日)

当連結会計年度
(自 平成26年３月21日
至 平成27年３月20日)

１株当たり純資産額 689.43円 744.22円

１株当たり当期純利益金額 24.67円 30.56円

(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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

項目
前連結会計年度

（平成26年３月20日）
当連結会計年度

（平成27年３月20日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 14,348,330千円 15,441,526千円

純資産の部の合計額から控除する金額 1,067,382千円 1,105,180千円

(うち少数株主持分) (1,067,382千円) (1,105,180千円)

普通株式に係る期末の純資産額 13,280,947千円 14,336,345千円

普通株式の発行済株式数 20,425千株 20,425千株

普通株式の自己株式数 1,161千株 1,161千株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 19,263千株 19,263千株

　

２．１株当たり当期純利益金額

項目
前連結会計年度

(自 平成25年３月21日
至 平成26年３月20日)

当連結会計年度
(自 平成26年３月21日
至 平成27年３月20日)

連結損益計算書上の当期純利益 483,387千円 588,676千円

普通株式に係る当期純利益 483,387千円 588,676千円

普通株主に帰属しない金額 ― 千円 ― 千円

普通株式の期中平均株式数 19,595千株 19,263千株

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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５．その他

　役員の異動

役員の異動につきましては、平成27年４月27日公表の「役員の異動に関するお知らせ」をご覧下さい。
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