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個 別 注 期 表 

 
１．重要な会計方針に係る事項 

（1）資産の評価基準および評価方法  
①有価証券 

 
 
 
 
 
 
 
   ②デリバティブ 

子会社株式および関連会社株式 
移動平均法による原価法 

その他有価証券 
時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額金は、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) 
時価のないもの 
移動平均法による原価法 

時価法  
③たな卸資産 商品 

 主に売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法により算定） 
貯蔵品   
先入先出法による原価法 

（2）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） 

定額法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
建物 3年～39年 

②無形固定資産 
 （リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。 
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、リース取引開始日が平成21年2月28日以前の所有権移転外ファイナンス・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を引続き採
用しております。 

（3）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、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勘案し、回収不能
見込み額を計上しております。 

②賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えるため、当事業年度に対応する額を計上しておりま
す。 

③退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年
金資産の見込み額に基づき計上しております。 
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事業年度末までの期間 

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数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

 過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定年数(13年)による定額法により按分した額を発生年度から費用処理してお
ります。 
 数理計算上の差異について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(13年)による定額法により按分した額を発生の翌事業年
度から費用処理しております。 

④ポイント引当金 ポイントカード制度に基づき、顧客へ付与したポイントの利用に備えるため、当
事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。 

⑤商品券等回収引当金 商品券が負債計上中止後に回収された場合に発生する損失に備えるため、過去の
実績に基づく将来の回収見込み額を計上しております。 

⑥店舗等閉鎖損失引当金 
 
 

（4）重要なヘッジの会計処理 
①ヘッジ会計の方法 
 
②ヘッジ手段とヘッジ対象 
③ヘッジ方針 
 

 
④ヘッジ有効性評価の方法 

店舗等の閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、今後発生すると見込まれる損失
額を計上しております。 
 
 
繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップについては、特例処理を採用しております。 
・ヘッジ手段：金利スワップ ・ヘッジ対象：借入金 
金利関連のデリバティブ取引については、変動金利を固定に変換する目的で金利

スワップ取引をしているのみであり、投機目的取引及びレバレッジ効果の高いデリ
バティブ取引は行わない方針であります。 
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロ

ーの変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。
ただし、特例処理を適用している金利スワップ取引については、利息の受払条件及
び契約期間がヘッジ対象となる借入金とほぼ同一であることから、有効性の判断は
省略しております。 
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（5）その他計算書類作成のための基本となる事項 

    ①消費税等の会計処理 
                 

②重要な外貨建の資産又
は債務の本邦通貨への
換算基準 

税抜方式を採用しております。 
ただし、控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

 
２. 会計方針の変更による注記 

(配送収入に係る会計方針の変更) 
   当社は従来、仕入先に代わって当社の配送センターから各店舗までの商品の配送を代行するための配送代行料を、

販売費及び一般管理費から控除しておりましたが、当事業年度より、その他の営業収入として計上する方法に変更
しております。 

   この変更は、親会社であるエイチ・ツー・オー リテイリング㈱グループの会計方針に統一するために行ったもの
であります。 

   当該会計方針の変更は遡及適用されますが、期首利益剰余金に与える影響はありません。 
  また、当該変更により、従来の方法によった場合と比較して、当事業年度のその他の営業収入及び営業総利益が5,959

百万円増加し、販売費及び一般管理費は同額増加しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与
える影響はありません。 

 

３．貸借対照表等に関する注記 
                                                      

(1)担保に供している資産および担保に係る債務 
 
①担保に供している資産         建  物  117百万円 
                    土  地  502百万円 
                    合  計  620百万円 
 
②担保に係る債務 
長期借入金に対して担保に供しておりましたが、対応する長期借入金は平成28年3月25日に完済しており、現在、

     担保権設定解除手続き中であります。 
 
(2）有形固定資産の減価償却累計額    128,654百万円 

 
(3）偶発債務 

①子会社等の金融機関からの借入金に対して債務保証を行っております。 
㈲ファウンテンフォレスト   2,700百万円 
㈱デリカ・アイフーズ      800百万円 

②フランチャイズ契約に基づく仕入代金に対して債務保証を行っております。 
㈱サンローリー          19百万円 

③商品購入代金に対して債務保証を行っております。 
イズミヤカード㈱        11百万円 

  
(4) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務 

①短期金銭債権  3,977 百万円 
②長期金銭債権    26  百万円 
③短期金銭債務  30,932 百万円  
④長期金銭債務  1,097 百万円 

 
４．損益計算書に関する注記 

(1）関係会社との取引高      
①売上高              9,001 百万円 
②その他の営業収入         1,515 百万円 
③仕入高              14,067 百万円  
④販売費及び一般管理費      7,643 百万円 
⑤営業取引以外の取引       5,144 百万円 

 
(2）店舗等閉鎖損失の主な内容 

八千代店、西岸和田店、ハーバーランド店、津高店の閉鎖に伴う固定資産の減損損失等であります。 
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(3）減損損失 

当事業年度において、以下の資産グループにおいて減損損失を計上いたしました。 
 

資産グループ名 用途 
 

種類 
 

場所 減損損失 
 

東寝屋川店 
深江橋店 
昭和町店 
旧南淡店 
紀伊川辺店 
堅田店 

店舗 
店舗 
店舗 
貸与 
店舗 
店舗 
 

土地・建物附属設備 他 
建物・建物附属設備 他 
建物・建物附属設備 他 
建物・借地権 他 
建屋リース 他 
建物附属設備  

 

大阪府寝屋川市 
大阪府大阪市 
大阪府大阪市 
兵庫県南あわじ市 
和歌山県紀伊川辺市 
滋賀県大津市 

431百万円 
403百万円 
314百万円 
274百万円 
87百万円 
42百万円 

 

合 計 1,553百万円 

 
キャッシュ・フローを生み出す 小単位として店舗を基本単位として、また、貸与資産については物件毎にグルー

ピングしております。 
  店舗においては、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における資産グループ及び閉店の意思決
定を行った店舗における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1,279百万円減損損失とし
て特別損失に計上いたしました。 

  貸与資産については、著しい時価の下落により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額274百万円を減損
損失として特別損失に計上いたしました。 

  回収可能価額は資産グループごとに正味売却価額又は使用価値により測定しております。正味売却価額は、鑑定評
価額に基づいて算出しており、使用価値は、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、零と評価してい
るため、割引率の記載は省略しております。 

 
 
５．株主資本等変動計算書に関する注記 

(1)発行済株式に関する事項 

当期首 当期 当期 当期末 
株式の種類 株式の種類 

株式数 増加株式数 減少株式数 株式数 

発行済株式 普通株式 85,177 千株 － － 85,177 千株

 
(2)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27年6月17日 

定時株主総会 
普通株式 269百万円 3.16円 平成27年3月31日 平成27年6月18日 

    
   ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

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28年6月15日 

定時株主総会 
普通株式 238百万円 2.80円 平成28年6月16日 平成28年6月16日 

 
   なお、配当原資は、その他資本剰余金とすることを予定しております。 
 
 
６.税効果会計に関する注記 

(1)繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
 
繰延税金資産（流動）                繰延税金資産（固定） 
                       
繰越欠損金 
貸倒引当金 
賞与引当金 
ポイント引当金 
その他 

562百万円
396百万円
338百万円
245百万円
408百万円

小計 
評価性引当額 

1,952百万円
△396百万円

合計 1,555百万円

 

 
固定資産減損損失 
子会社株式 
繰越欠損金 
退職給付引当金  
貸倒引当金 
圧縮記帳積立金 
その他 

 
7,254百万円
4,413百万円
3,338百万円
2,862百万円
1,034百万円

△1,745百万円
100百万円

小計 
評価性引当額 

17,258百万円
△16,262百万円

合計 996百万円
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（2）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 
 
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28
年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等
が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の
35.4％から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異に
ついては34.8％に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、34.6％となりま
す。      
この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は47百万円、繰延ヘッジ損益が1百

万円減少し、法人税等調整額が47百万円、その他有価証券評価差額金が0万円増加しております。   
        

 
７．リースにより使用する固定資産に関する注記 

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、店舗建物及び設備等の一部については、所有権移転外ファイナン
ス・リース契約により使用しております。 

 
８．金融商品に関する注記 
１．金融商品の状況に関する事項 

当社は、資金調達についてはイズミヤグループＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）によるイズミヤグ
ループ資金の有効活用を図る一方、必要な資金を事業環境等の変化に応じて効率的に調達することとし、主に親会社
借入や銀行借入、コマーシャル・ペーパー、及び社債発行により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金
融資産で運用しております。なお、テリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な
取引は行わない方針であります。 
当社は、営業債権である受取手形及び売掛金について、主要な取引の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ご

とに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。 
投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。 
デリバティブ取引については、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引

であり、投機的な取引は行っておりません。 
 
２．金融商品の時価等に関する事項 

平成28年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。 
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。（(注)２．参照） 

 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

(1) 現金及び預金 4,120 百万円 4,120 百万円 － 

(2) 売掛金 
  貸倒引当金 

6,801 百万円 
△1百万円 

 － 

   6,800 百万円 6,800 百万円 － 

(3) 短期貸付金 
  貸倒引当金 

2,755 百万円 
△1,145 百万円 

  

 1,610 百万円 1,610 百万円 － 

(4) 投資有価証券 115 百万円 115 百万円 － 

資産計 12,647 百万円 12,647 百万円 － 

(1) 支払手形 
(2) 買掛金 
(3) 短期借入金 
(4) 未払費用 
(5) 社債（※1） 
(6) 長期借入金（※2） 

2,501 百万円 
14,195 百万円 
29,792 百万円 
4,087 百万円 
8,700 百万円 
37,980 百万円 

2,501 百万円 
14,195 百万円 
29,792 百万円 
4,087 百万円 
8,768 百万円 
38,461 百万円 

－ 
－ 
－ 
－ 

68 百万円 
481 百万円 

負債計 97,257 百万円 97,807 百万円 550 百万円 

デリバティブ取引（※3） (188)百万円 (188)百万円 － 

（※1）社債については、一年内償還予定の社債も含めて示しております。 

  （※2）長期借入金については、一年内返済予定の長期借入金も含めて示しております。 

   (※3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )

で示しております。 
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(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 
資産 

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金及び (3) 短期貸付金 
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券 
    これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。  
 
負債 
(1) 支払手形、(2) 買掛金、(3) 短期借入金、(4) 未払費用 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に  
よっております。 

(5) 社債 
社債の時価は、元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により

算定する方法によっております。 
(6) 長期借入金 

長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入金を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価
値により算定する方法によっております。 

 
デリバティブ取引 

デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関から提示された価格等によっております。金利スワップの
特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該
長期借入金の時価に含めて記載しております（上記(6)参照）。 

 
(注)２．時価を把握することが極めて困難と見られる金融商品 

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるため、上表には含まれておりません。 
区分 貸借対照表計上額 

(1)非上場株式 6,011 百万円
(2)敷金及び保証金 17,530 百万円
(3)長期預り保証金 5,286 百万円

 
 
９. 賃貸等不動産に関する注記 
   賃貸等不動産の総額に重要性がないため省略しております。 
 
 
１０. 関連当事者との取引に関する注記 

(1)親会社及び法人主要株主等 

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) 1． 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

(注) 2． 期末残高には未払金を除いて消費税等は含まれておりません。 

(注) 3． 資金の借入についての利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

(注) 4． 子会社株式の売却価格は、第三者機関によるＤＣＦ方式により決定しており、支払条件は一括現金払いであります。 

属
性 

会社の名称 
議決権等
所有(被所
有)割合 

関連当事者
との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

利息の支払 50 百万円 － － 

借入額(純額) 11,550百万円 短期借入金 25,650百万円
 

グループ運営負担

金の支払 
179 百万円

 
 

未払費用 
 

17 百万円

親
会
社 

エイチ・ツー・オー 

リテイリング(株) 

(被所有)
直接
100％ 

役員の兼任 

子会社株式売却 

      売却代金

       売却益 

3,765百万円
3,536百万円

 
 

－ － 
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 (2)子会社 

属

性 
会社の名称 

議決権等

所有(被所

有)割合 

関連当事者

との関係 
取引の内容 取引金額  科目 期末残高 

債権回収 

代行 
49,312 百万円

  

 

売掛金 

  

3,074 百万円

  イズミヤカード

(株) 
－ 役員の兼任

債権回収代行

手数料 
1,710 百万円 未払費用 43 百万円

（有）ファウンテ

ンフォレスト 
－ 店舗賃借 

 

保証債務 

 

2,700 百万円 － － 

 

利息の支払 

 

5 百万円 － 

 

－ 

(株)カンソー 

 

(所有) 

直接 

100% 
役員の兼任

借入額(純額) 170 百万円 短期借入金 2,094 百万円

  

 

利息の受取 

 

7 百万円

 

－ 

 

－ 

  

貸付額(純額) 277 百万円

 

短期貸付金 

 

1,377 百万円（株）ビーユー 

 

 

(所有) 

直接 

100% 役員の兼任

貸倒引当金繰

入額 
462 百万円

 

貸倒引当金 

 

655 百万円

 

利息の受取 

 

3 百万円

 

その他 

 

2 百万円

貸付額(純額) 90 百万円 短期貸付金 600 百万円

 

蘇州泉屋有限公司 

 

  

(所有) 

直接 

100% 役員の兼任

貸倒引当金繰

入額 
436 百万円 貸倒引当金 489 百万円

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) 1． 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

(注) 2． 期末残高には未払金を除いて消費税は含まれておりません。 

(注) 3． 資金の借入についての利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

(注) 4． 債権回収代行手数料については、市場価格を勘案し、当社からの条件提示を基礎として、交渉の上締結した契約に基づいており 

     ます。 

(注) 5． 保証債務については、当社が保証を行っているものであり、担保提供は受けておりません。 

(注) 6． 平成27年6月1日に親会社であるエイチ・ツー・オー リテイリング㈱にイズミヤカード株式を譲渡したため、当事業年度末における議決権 

所有割合は零であり、イズミヤカード㈱は同日以降、当社の兄弟会社であります。 

 

 

(3) 役員及び個人主要株主等 
該当事項はありません。 

 
 
１１. 1株当たり情報に関する注記 
  
（1）1株当たり純資産額      680円74銭 
（2）1株当たり当期純利益     27円95銭 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



10 
 

１２. 企業結合に関する注記 

（共通支配下の取引等） 

1. イズミヤカード株式の譲渡 

当社は、100％子会社であったイズミヤカード株式会社を、平成27年6月1日に当社の親会社であるエイチ・ツー・オー  

リテイリング株式会社に株式譲渡いたしました。 

(1)取引の概要 

①結合当事企業の名称及び事業の内容 

  結合当事企業 

結合企業：エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

被結合企業：イズミヤカード株式会社 

  事業の内容 

   保険代理店、カード発行運用業務、店舗什器等の賃貸、旅行業 

②企業結合日 

  平成27年6月1日 

③企業結合の法的形式 

  株式譲渡 

④結合後企業の名称 

  名称の変更はありません。 

その他取引の概要に関する事項 

   エイチ・ツー・オー リテイリング㈱グループのカード事業戦略に従い、イズミヤ㈱が保有するイズミヤカード㈱株式を 

  エイチ・ツー・オー リテイリング㈱に全て譲渡いたしました。 

 

(2)実施した会計処理の概要 

①売却損益の金額 

  子会社株式売却益 3,536百万円 

②売却した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 

  流動資産  14,440百万円 

  固定資産   423百万円 

  資産合計  14,864百万円 

  流動負債 10,610百万円 

固定負債  1,462百万円 

負債合計 12,072百万円 

③会計処理 

  子会社株式の帳簿価額と売却価額との差額3,536百万円を子会社株式売却益として特別利益に計上しております。 

 

（事業分離） 

1. アバンティブックセンター株式の譲渡 

当社は、100％子会社であった株式会社アバンティブックセンターを平成27年10月1日に株式譲渡いたしました。 

(1)事業分離の概要 

①分離先企業の名称 

  株式会社トーハン 

②分離した事業の内容 

  書籍・雑誌の販売 

③事業分離を行った主な理由 

  書籍業界の長期的な不振が見込まれる為、主力取次業者へ株式譲渡いたしました。 

④事業分離備日 

  平成27年10月1日 

⑤法的形式を含むその他取引の概要に関する事項 

受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡 

 

(2)実施した会計処理の概要 

①移転損益の金額 

  子会社株式売却益 239百万円 
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②移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 

  流動資産 2,379百万円 

  固定資産  222百万円 

  資産合計 2,601百万円 

  流動負債 2,242百万円 

固定負債   77百万円 

負債合計 2,320百万円 

③会計処理 

  子会社株式の帳簿価額と売却価額との差額239百万円を子会社株式売却益として特別利益に計上しております。 

 

１３. 重要な後発事象注記 

該当事項はありません。 

 

１４. その他の注記事項 
 共通支配下の取引 

  平成28年3月1日の取締役会において、新設分割を行うことを意思決定しております。取引の概要等は以下のとおりで 

あります。 

  

(重要な会社分割) 

１．取引の概要 

（1） 対象となった事業の名称及びその事業の内容 
事業の名称：小売事業 

事業の内容：ＧＭＳ、スーパーマーケットの経営 
（2）企業結合日 

平成28年7月1日(予定) 
（3）企業結合の法的形式 

当社（平成28年7月1日付で商号変更予定）を分割会社とし、イズミヤ株式会社を新設会社とする新設分割 
（4）企業結合後の企業の名称 

イズミヤ株式会社 
（5）その他取引の概要に関する事項 

   本新設分割により新たに設立する新イズミヤは小売事業会社に、現イズミヤは店舗の土地・建物などの不動産の管理・

開発を行う不動産事業会社となります。 

   当社は、平成26年にエイチ・ツー・オーリテイリング㈱と株式交換により経営統合し、現在、同グループの㈱阪食との

間で店舗運営コスト削減のための共同取り組みをすすめておりますが、分割後の新イズミヤと㈱阪食は、更に重複した機

能・施設の統合や見直し、商品業務フローの改善等の効率化に取り組みます。 

   また、現イズミヤにおいては、新イズミヤと連携しながら、総合スーパー業態の再編と活性化、及びグループ資産の有 

効活用に取り組みます。 

 

２．実施する会計処理の概要 
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」 
に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。 
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 
 

平成27年4月１日から 

平成28年3月31日まで 

（単位：百万円） 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 資 本 

準備金 

その他 
資 本 
剰余金 

資 本 
剰余金 
合 計 

圧縮記帳

積立金 
繰越利益剰

余金 

利 益 
剰余金 
合 計 

平成27年4月1日残高 100 25 84,215 84,240 3,652 △32,019 △28,366

事業年度中の変動額    

その他資本剰余金の取崩による欠損

補填 
 △28,366 △28,366  28,366 28,366

会社分割による減少  △17 △17   

剰余金の配当  △269 △269   

圧縮記帳積立金の積立  35 △35 －

圧縮記帳積立金の取崩  △401 401 －

当期純利益   2,380 2,380

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額） 
   

事業年度中の変動額合計 － － △28,653 △28,653 △366 31,113 30,747

平成28年3月31日残高 100 25 55,561 55,586 3,286 △905 2,380

 

株主資本 評価・換算差額等 

 株 主 
資 本 
合 計 

その他有

価証券評

価差額金

繰延ヘッ

ジ損益 

評価・換

算差額等

合計 

純資産 
合 計 

平成27年4月1日残高 55,973 980 △89 890 56,863 

事業年度中の変動額   

その他資本剰余金の取崩による欠損

補填 
－ － 

会社分割による減少 △17 △17 

剰余金の配当 △269 △269 

圧縮記帳積立金の積立 － － 

圧縮記帳積立金の取崩 － － 

当期純利益 2,380 2,380 

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額） 
 △941 △33 △974 △974 

事業年度中の変動額合計 2,094 △941 △33 △974 1,120 

平成28年3月31日残高 58,067 39 △122 △83 57,984 

               （ 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。）            
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損 益 計 算 書 
 

平成27年  ４月１日から 

平成28年  ３月３１日まで 

 

（単位：百万円） 

科    目 金    額 

売上高  270,436 

売上原価  200,980 

売上総利益  69,455 

その他の営業収入  16,020 

営業総利益  85,476 

販売費及び一般管理費  82,963 

営業利益  2,512 

営業外収益   

受取利息 46  

受取配当金 504  

その他 303 854 

営業外費用   

支払利息 773  

その他 524 1,297 

経常利益  2,069 

特別利益   

  子会社株式売却益 3,775  

  投資有価証券売却益 1,616  

  店舗等閉鎖損失引当金取崩額 629 6,021 

特別損失   

店舗等閉鎖損失 2,577  

固定資産減損損失 1,553  

貸倒引当金繰入額 899  

固定資産除却損 188  

子会社清算損 40 5,258 

税引前当期純利益  2,832 

法人税・住民税及び事業税 196  

法人税等調整額 254 451 

    当期純利益  2,380 

（記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。） 



 

 
貸  借  対  照  表 

 

（平成28年3月31日現在） 

 
（単位：百万円） 

（記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。） 

 
1 

科  目 金 額 科  目 金 額 

（資産の部）  （負債の部）  

流動資産 33,028 流動負債 70,456 

現金及び預金 4,120 支払手形 2,501 

売掛金 6,801 買掛金 14,195 

商品 15,266 短期借入金 29,792 

貯蔵品 70 一年内返済長期借入金 9,350 

前払費用 1,183 一年内償還社債 2,100 

短期貸付金 2,755 リース債務 596 

繰延税金資産 1,555 未払金 943 

その他 2,421 未払法人税等 100 

貸倒引当金 △1,146 未払消費税等 703 

  未払費用 4,087 

  預り金 1,721 

固定資産 146,824 設備関係等支払手形 1,245 

有形固定資産 115,461 賞与引当金 973 

建物・構築物 37,696 ポイント引当金 706 

車両及び器具備品 2,679 店舗等閉鎖損失引当金 252 

土地 72,082 資産除去債務 365 

リース資産 2,419 その他 821 

建設仮勘定 584   

  固定負債 51,412 

無形固定資産 7,592   社債 6,600 

借地権 6,269 長期借入金 28,630 

リース資産 82 リース債務 2,100 

その他 1,240 退職給付引当金 6,376 

  長期預り保証金 5,286 

投資その他の資産 23,769 資産除去債務 1,701 

関係会社株式 5,537 商品券等回収引当金 276 

投資有価証券 590 その他 440 

繰延税金資産 996 負債合計 121,868 

敷金及び保証金 17,530 （純資産の部）  

その他 2,103 株主資本 58,067 

貸倒引当金 △2,988 資本金 100 

  資本剰余金 55,586 

  資本準備金 25 

  その他資本剰余金 55,561 

  利益剰余金 2,380 

  その他利益剰余金 2,380 

  圧縮記帳積立金 3,286 

  繰越利益剰余金 △905 

  評価・換算差額等 △83 

  その他有価証券評価差額金 39 

  繰延ヘッジ損益 △122 

  純資産合計 57,984 

資産合計 179,853 負債・純資産合計 179,853 


