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(百万円未満切捨て)
１．2021年２月期の連結業績（2020年３月１日～2021年２月28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
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年２月期 136,014 7.5 5,738 33.8 5,866 33.4 1,554 △35.5

2020年２月期 126,558 4.5 4,288 11.1 4,398 9.1 2,411 25.0
(注) 包括利益 2021年２月期 1,661百万円(△29.9％) 2020年２月期 2,369百万円( 28.2％)
　

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 ％ ％ ％

2021年２月期 144.20 134.90 10.1 13.2 4.3

2020年２月期 232.51 212.85 17.2 10.5 3.5
(参考) 持分法投資損益 2021年２月期 －百万円 2020年２月期 －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

2021年２月期 47,207 16,261 34.3 1,490.28

2020年２月期 41,523 14,789 35.4 1,424.54
(参考) 自己資本 2021年２月期 16,188百万円 2020年２月期 14,682百万円
　

　

（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

2021年２月期 6,800 △1,194 △702 10,600

2020年２月期 4,108 △1,996 △4,713 5,697
　

　

　

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 ％ ％

2020年２月期 － 0.00 － 40.00 40.00 412 17.2 2.8

2021年２月期 － 0.00 － 45.00 45.00 488 31.2 3.1

2022年２月期(予想) － 0.00 － 45.00 45.00 16.3

　
　

３．2022年２月期の連結業績予想（2021年３月１日～2022年２月28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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 68,000 0.9 2,400 △24.9 2,400 △26.0 1,400 △34.1 128.88

通 期 137,000 0.7 4,800 △16.4 4,800 △18.2 3,000 92.9 276.18

　　



※ 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) ： 有

　 新規 1社 (社名)株式会社与野フードセンター 、除外 ―社 (社名)
　

期中における重要な子会社の異動に関する注記
　

（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 ： 無

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
　

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示に関する注記
　

（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) 2021年２月期 11,648,917株 2020年２月期 11,648,917株

② 期末自己株式数 2021年２月期 786,306株 2020年２月期 1,342,386株

③ 期中平均株式数 2021年２月期 10,783,313株 2020年２月期 10,373,679株
　

発行済株式数に関する注記
　

(参考) 個別業績の概要
１．2021年２月期の個別業績（2020年３月１日～2021年２月28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 ％

2021年２月期 79,910 1.5 3,041 29.4 4,217 24.0 2,429 12.1

2020年２月期 78,713 5.9 2,350 13.1 3,399 9.0 2,168 22.2
　

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

円 銭 円 銭

2021年２月期 225.34 210.81

2020年２月期 209.00 191.33
　

個別経営成績に関する注記
　

（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

2021年２月期 37,297 15,782 42.1 1,446.14

2020年２月期 34,112 13,509 39.3 1,300.36

(参考) 自己資本 2021年２月期 15,708百万円 2020年２月期 13,402百万円
　

　

　

２．2022年２月期の個別業績予想（2021年３月１日～2022年２月28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 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 40,000 △4.8 1,600 △27.0 1,000 △31.5 92.06

通 期 80,000 0.1 3,500 △17.0 2,200 △9.5 202.53
　

業績予想に関する注記
　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 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きましては、添付資料２ページ「1.経営成績等
の概況(1)当期の経営成績の概況」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言発令を機に、休

業要請、外出自粛要請が本格化し、企業の景況感の悪化とともに、外食、レジャー、旅行関連の個人支出の急激

な減少を招き、景気が急激に悪化しております。また当該宣言解除後も回復に向けた動きは鈍く、将来の見通し

については極めて不透明な状況が続いております。

食品スーパーマーケット業界におきましては、食料品及び生活必需品などの需要増加に伴い売上点数の増加が

認められますが、その一方で新型コロナウイルス感染症の収束時期の見通しや収束後における消費動向の見通し

等、先行きの不透明感や不確実性が極めて高いと予想されますので、当社グループを取り巻く経営環境は予断を

許さない状況であります。

このような環境の中、当社グループはこれまで通り食品スーパーマーケット事業に資源を集中し、経営方針で

ある社是「正しい商売」を徹底し、お客様の信頼と支持を獲得するために、安全・安心でお買い得な商品の提供

に努め、地域のお客様の食文化に貢献できる店舗づくりに取り組んでまいりました。

店舗開発におきましては、新規に１店舗（TAIRAYAあかやまJOY古河店）を出店しており、また2020年９月１日

に株式会社与野フードセンター（埼玉県さいたま市）の株式を取得しており、同社は当社の完全子会社として当

社グループの連結の対象となっておりますので、当連結会計年度末の当社グループの店舗数は128店舗となりまし

た。店舗運営面におきましては、安全・安心、新鮮で美味しい商品の提供、地域の実勢価格を丁寧に見極め、集

客に繋がる商品を割安感のある価格にて投入し、いつ来てもお買い得、エブリデイロープライスに挑戦いたしま

した。また当社グループ全店で利用できる自社電子マネー付きポイントカード（新ハッピーカード）を導入し、

売上・コスト・生産性の改善を図りました。併せてポイントカードを活用した販売促進や週間販売計画に連動し

た売場づくりを強化し、集客の拡大に努めました。

商品面におきましては、地域市場を活用した商品を積極的に導入し、美味しさ、品質と価格の両面において競

争力の高い生鮮食料品を提供すると共に、グループ食品工場にて企画・製造した独自商品の提供を拡大し、惣菜

売場等の活性化に努めました。日配・加工商品などにつきましては、エブリデイロープライス商品を投入するな

ど積極的な販売活動を推進いたしました。

その結果、当連結会計年度における当社グループの営業収益は、1,360億14百万円(前期比7.5％増)となりまし

た。また、営業総利益につきましては、商品調達コストの見直しや在庫効率の改善等に努め、前連結会計年度に

比べ30億29百万円増加（前期比9.2％増）いたしました。

利益面につきましては、営業利益57億38百万円（前期比33.8％増）、経常利益58億66百万円（前期比33.4％

増）となりました。これは主に、営業総利益が前連結会計年度比30億29百万円の増加であったのに対して、販売

費及び一般管理費が前連結会計年度に比べ15億79百万円の増加（前期比5.5％増）にとどまったためであります。

最終利益につきましては、特別利益としてテナント退店違約金収入等46百万円が発生し、また特別損失として

減損損失等25億60百万円が発生したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は15億54百万円（前期比35.5

％減）となりました。
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（２）当期の財政状態の概況

　資産、負債および純資産の状況

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ56億83百万円増加し、472億７百万円（前期比13.7％

増）となりました。これは主に流動資産が38億82百万円増加したためであります。流動資産の増加の主な要因は、

「現金及び預金」の増加であります。

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ42億11百万円増加し、309億45百万円（前期比15.8％

増）となりました。これは主に流動負債が27億20百万円増加したためであります。流動負債の増加の主な要因は、

「一年以内返済予定長期借入金」及び「未払金」等の増加であります。

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ14億72百万円増加し、162億61百万円（前期比10.0％

増）となりました。これは主に、利益剰余金が６億42百万円増加し、自己株式が７億57百万円減少したためであ

ります。利益剰余金の増加の要因は、親会社株主に帰属する当期純利益による15億54百万円の増加に対し、株主

配当による４億12百万円の減少、及びストックオプションの権利行使による５億円の減少等であります。自己株

式の減少の要因は、ストックオプションの権利行使に伴う振替によるものであります。また、当連結会計年度末

における自己資本比率は34.3％(前連結会計年度末は35.4％)となっております。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における連結キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。

営業活動により得た資金は、68億円であり、前期比65.5％(26億91百万円)の増加となりました。これは主に特

別損失計上額の増加等によるものであります。

投資活動に使用した資金は、11億94百万円であり、前期比40.2％(８億２百万円)の減少となりました。これは

主に、企業統合に伴う収入が９億99百万円であったことによるものであります。

財務活動に使用した資金は７億２百万円であり、前期比85.1％(40億10百万円)の減少となりました。これは主

に長期借入金の新規借入による収入が64億円あったことによるものであります。

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ49億３百万円増加し、

106億円となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2017年２月期 2018年２月期 2019年２月期 2020年２月期 2021年２月期

自己資本比率 27.3 29.8 31.8 35.4 34.3

時価ベースの自己資本比率 31.9 30.9 42.6 35.2 41.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

3.7 3.4 3.8 3.0 2.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

44.2 61.4 62.7 64.4 97.1

　(注) １．上記指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．自己資本比率＝自己資本／総資産

３．時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額／総資産

４．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

５．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

６．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おります。

７．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、利子を払っているすべての負債を対象として

おります。
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（４）今後の見通し

今後のわが国経済の見通しといたしましては、新型コロナウイルスの影響による経済の先行き不透明感もあり

中期的に消費は依然として低迷することが懸念されます。現在、新型コロナウイルスの被害は依然として続いて

おりますが、当社グループは食品スーパーマーケットチェーンであり、現在の日々の営業は、ほぼ予想通りに推

移しております。しかしながら、新型コロナウイルスの沈静化後の経済環境につきましては、厳しさが予想され

ますので、当社グループといたしましては、新しい事業年度の経営スローガンを ①商品力、②ウィズコロナ対

応の会社経営、③経費、資産の有効活用、④法令順守、⑤新規出店の強化、⑥従業員満足度の向上、の６点に設

定し、その実践を通して収益力の改善を推進してまいります。

また、出店計画といたしましては、グループ計で複数店舗の新規出店と既存店舗の改装リニューアルによる既

存店舗の競争力アップに取り組んでまいります。

今般の新型コロナウイルスの影響は当事業年度の半ば以降まで続くものと考えており、それ以後は景気の低迷

が暫く続くであろうと予想されますので、それを考慮して、次期の業績は、営業収益1,370億円（前期比0.7％

増）、営業利益48億円（前期比16.4％減）、経常利益48億円（前期比18.2％減）、親会社株主に帰属する当期純

利益30億円（前期比92.9％増）を見込んでおります。

（５）事業等のリスク

当社の事業等のリスクは、新型コロナウイルス感染拡大により、営業時間の短縮、物流機能の混乱による商品

確保の困難及び店舗の休業等があり得ることとして予想されますので、当社の経営成績、財政状態等に影響を及

ぼす可能性があります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループの業務は現在日本国内に限定されており、海外での活動がないことから、当面は日本基準を採用

することとしておりますが、今後の外国人株主比率の推移及び国内他社のＩＦＲＳ（国際財務報告基準）採用動

向を踏まえ、ＩＦＲＳ適用の検討をすすめております。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年２月29日)

当連結会計年度
(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,717 10,620

売掛金 2,544 1,242

商品及び製品 3,735 3,714

原材料及び貯蔵品 28 50

未収入金 3,291 3,085

その他 615 1,090

貸倒引当金 △26 △14

流動資産合計 15,907 19,789

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 22,512 22,203

減価償却累計額 △13,906 △14,190

建物及び構築物（純額） 8,605 8,012

工具、器具及び備品 8,230 8,235

減価償却累計額 △6,752 △6,730

工具、器具及び備品（純額） 1,477 1,504

土地 6,789 8,030

建設仮勘定 4 －

その他 24 28

減価償却累計額 △13 △18

その他（純額） 11 10

有形固定資産合計 16,888 17,558

無形固定資産

その他 714 1,115

無形固定資産合計 714 1,115

投資その他の資産

投資有価証券 892 1,013

敷金及び保証金 5,008 5,502

繰延税金資産 1,568 1,718

その他 697 658

貸倒引当金 △157 △152

投資その他の資産合計 8,009 8,740

固定資産合計 25,612 27,414

繰延資産

社債発行費 3 3

繰延資産合計 3 3

資産合計 41,523 47,207
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年２月29日)

当連結会計年度
(2021年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 7,545 7,610

1年内返済予定の長期借入金 4,438 5,559

1年内償還予定の社債 737 439

未払金 1,818 2,372

未払法人税等 983 1,339

賞与引当金 550 691

役員賞与引当金 169 160

ポイント引当金 144 62

その他 1,069 1,943

流動負債合計 17,458 20,179

固定負債

社債 875 464

長期借入金 6,013 6,962

役員退職慰労引当金 676 690

退職給付に係る負債 778 646

資産除去債務 152 244

長期未払金 30 521

繰延税金負債 － 260

再評価に係る繰延税金負債 43 43

その他 705 932

固定負債合計 9,275 10,766

負債合計 26,733 30,945

純資産の部

株主資本

資本金 3,318 3,318

資本剰余金 3,591 3,591

利益剰余金 11,034 11,676

自己株式 △1,920 △1,162

株主資本合計 16,024 17,424

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 16 51

土地再評価差額金 △1,318 △1,318

退職給付に係る調整累計額 △40 31

その他の包括利益累計額合計 △1,342 △1,235

新株予約権 107 73

純資産合計 14,789 16,261

負債純資産合計 41,523 47,207
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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：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

売上高 124,005 133,326

売上原価 93,714 100,140

売上総利益 30,290 33,185

営業収入 2,552 2,687

営業総利益 32,843 35,873

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 2,411 1,747

ポイント引当金繰入額 144 62

消耗品費 687 1,200

貸倒引当金繰入額 △42 －

給料及び手当 12,884 13,861

賞与引当金繰入額 510 644

役員賞与引当金繰入額 159 117

退職給付費用 170 213

役員退職慰労引当金繰入額 47 46

福利厚生費 2,014 2,250

減価償却費 1,552 1,463

賃借料 3,480 3,802

水道光熱費 1,924 1,863

店舗管理費 804 1,039

その他 1,805 1,821

販売費及び一般管理費合計 28,555 30,135

営業利益 4,288 5,738

営業外収益

受取利息 30 29

受取配当金 7 24

資材売却による収入 157 143

貸倒引当金戻入額 0 17

その他 23 28

営業外収益合計 220 241

営業外費用

支払利息 65 72

コミットメントフィー 22 23

その他 22 18

営業外費用合計 110 113

経常利益 4,398 5,866
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

特別利益

固定資産売却益 － 10

投資有価証券売却益 0 －

補助金収入 － 14

受取補償金 － 3

テナント退店違約金収入 2 6

保険差益 － 12

特別利益合計 2 46

特別損失

固定資産売却損 7 3

固定資産除却損 77 81

減損損失 452 2,475

投資有価証券評価損 1 －

特別損失合計 538 2,560

税金等調整前当期純利益 3,861 3,352

法人税、住民税及び事業税 1,548 1,993

法人税等調整額 △98 △195

法人税等合計 1,449 1,797

当期純利益 2,411 1,554

親会社株主に帰属する当期純利益 2,411 1,554
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

当期純利益 2,411 1,554

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11 34

退職給付に係る調整額 △30 71

その他の包括利益合計 △42 106

包括利益 2,369 1,661

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,369 1,661
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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 2019年３月１日 至 2020年２月29日)

(単位：百万円)

株主資本 その他の包括利益累計額

新株予約

権

純資産合

計資本金
資本剰余

金

利益剰余

金
自己株式

株主資本

合計

その他有

価証券評

価差額金

土地再評

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 3,318 3,591 9,050 △1,303 14,657 28 △1,338 △9 △1,319 110 13,448

当期変動額

剰余金の配当 △376 △376 △376

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,411 2,411 2,411

自己株式の取得 △681 △681 △681

自己株式の処分 △31 64 32 32

自己株式処分差損の

振替
31 △31 － －

土地再評価差額金の

取崩
△19 △19 △19

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△11 19 △30 △22 △3 △25

当期変動額合計 － － 1,984 △617 1,366 △11 19 △30 △22 △3 1,341

当期末残高 3,318 3,591 11,034 △1,920 16,024 16 △1,318 △40 △1,342 107 14,789

　

当連結会計年度(自 2020年３月１日 至 2021年２月28日)

(単位：百万円)

株主資本 その他の包括利益累計額

新株予約

権

純資産合

計資本金
資本剰余

金

利益剰余

金
自己株式

株主資本

合計

その他有

価証券評

価差額金

土地再評

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 3,318 3,591 11,034 △1,920 16,024 16 △1,318 △40 △1,342 107 14,789

当期変動額

剰余金の配当 △412 △412 △412

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,554 1,554 1,554

自己株式の取得 △130 △130 △130

自己株式の処分 △500 888 388 388

自己株式処分差損の

振替
500 △500 － －

土地再評価差額金の

取崩
－ －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

34 － 71 106 △34 72

当期変動額合計 － － 642 757 1,400 34 － 71 106 △34 1,472

当期末残高 3,318 3,591 11,676 △1,162 17,424 51 △1,318 31 △1,235 73 16,261
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28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 3,861 3,352

減価償却費 1,685 1,577

減損損失 452 2,475

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39 △17

賞与引当金の増減額（△は減少） 100 85

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 45 △9

ポイント引当金の増減額（△は減少） 12 △168

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △96 △38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 47 14

受取利息及び受取配当金 △37 △53

支払利息 65 72

コミットメントフィー 22 23

保険差益 － △12

補助金収入 － △14

受取補償金 － △3

テナント退店違約金収入 △2 △6

有形固定資産売却損益（△は益） 7 △6

固定資産除却損 77 81

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,343 302

たな卸資産の増減額（△は増加） △29 331

仕入債務の増減額（△は減少） 971 △723

未払消費税等の増減額（△は減少） △143 117

その他の資産の増減額（△は増加） △346 68

その他の負債の増減額（△は減少） 66 932

小計 5,378 8,382

利息及び配当金の受取額 12 29

利息の支払額 △63 △70

保険金の受取額 － 90

補助金の受取額 － 14

補償金の受取額 － 3

コミットメントフィーの支払額 △33 △3

テナント退店違約金の受取額 － 6

法人税等の支払額 △1,185 △1,654

法人税等の還付額 － 1

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,108 6,800
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
　至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
　至 2021年２月28日)

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 △20 △20

定期預金の払戻による収入 20 20

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,495 △2,016

有形及び無形固定資産の売却による収入 9 31

有形固定資産の除却による支出 △35 △33

投資有価証券の取得による支出 △210 △68

投資有価証券の売却による収入 0 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 999

貸付けによる支出 △8 △1

貸付金の回収による収入 10 16

敷金及び保証金の差入による支出 △327 △174

敷金及び保証金の回収による収入 28 21

その他 32 31

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,996 △1,194

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） △1,200 △70

社債の償還による支出 △925 △744

割賦債務の返済による支出 △208 △113

長期借入れによる収入 4,500 6,400

長期借入金の返済による支出 △5,851 △5,986

自己株式の売却による収入 29 354

自己株式の取得による支出 △681 △130

配当金の支払額 △376 △411

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,713 △702

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,601 4,903

現金及び現金同等物の期首残高 8,298 5,697

現金及び現金同等物の期末残高 5,697 10,600
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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。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、食料品及び日用雑貨品等の販売を主力としたスーパーマーケット事業を単一の報告セグメントと

しており、その他事業の重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、その他事業には、賃貸業、卸売り

業、物流事業等が含まれております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2019年３月１日　至 2020年２月29日)

１. 製品及びサービスごとの情報

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。

２. 地域ごとの情報

(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。

３. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち連結損益計算書の売上高の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 2020年３月１日　至 2021年２月28日)

１. 製品及びサービスごとの情報

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。

２. 地域ごとの情報

(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。

３. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

【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】

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

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 2019年３月１日
至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)

１株当たり純資産 1,424円54銭 1,490円28銭

１株当たり当期純利益 232円51銭 144円20銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

212円85銭 134円90銭

(注) １．１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度
(2020年２月29日)

当連結会計年度
(2021年２月28日)

純資産の部の合計額(百万円) 14,789 16,261

純資産の部の合計額から控除する金額(百
万円)

107 73

　(うち新株予約権)(百万円) ( 107) ( 73)

普通株式に係る期末の純資産(百万円) 14,682 16,188

普通株式の発行済株式数(株) 11,648,917 11,648,917

普通株式の自己株式数(株) 1,342,386 786,306

１株当たり純資産の算定に用いられた
普通株式の数(株)

10,306,531 10,862,611

(注) ２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

項目
前連結会計年度

(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)

当連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)

１株当たり当期純利益

　親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)

2,411 1,554

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

2,411 1,554

　期中平均株式数(株) 10,373,679 10,783,313

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　普通株式増加数(株) 958,108 743,202

　 (うち新株予約権)(株) ( 958,108) ( 743,202)

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

―

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


