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連 結 注 記 表 

 
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 

(1)連結の範囲に関する事項 

  子会社はすべて連結しております。 

  連結子会社の数   ２社 

  連結子会社の名称 COX (BEIJING) TRADE CO.,LTD. 

           BLUE GRASS (SHANGHAI) CO.,LTD. 

(2)持分法の適用に関する事項 

  非連結子会社及び関連会社がないため、該当事項はありません。 

(3)連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社 COX (BEIJING) TRADE CO.,LTD.及び BLUE GRASS (SHANGHAI) CO.,LTD.の決算日は 12 月 31 日であります。 

  連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結

決算上必要な調整を行っております。 

(4)会計方針に関する事項 

 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 

 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 

   たな卸資産 

     商  品 … 移動平均法による原価法（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） 

     貯蔵品 … 終仕入原価法 

②重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   有形固定資産 … 経済的耐用年数に基づく定額法 

    各資産別の経済的耐用年数として以下の年数を採用しております。 

     建物及び構築物 ３年～ ８年 

     器具備品       ３年～２０年 

   無形固定資産 … 定額法 

尚、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 

   長期前払費用 … 契約期間等に応じた均等償却 

 ③重要な引当金の計上基準 

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、回収不能見込額を計上しております。 

  賞与引当金 

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当連結会計年度対応分を計上しております。 

役員業績報酬引当金 

   役員に対する業績報酬の支給に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度に負担する金額を計上しております。 

店舗閉鎖損失引当金 

翌連結会計年度以降に閉店することを決定した店舗について、閉店に伴い発生する損失に備えるため、合理的に見込まれ

る中途解約違約金等の閉店関連損失見込額を計上しております。 

ポイント引当金 

自社ポイントカード制度により発行されるポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額を計上しており

ます。 
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 ④退職給付に係る会計処理の方法 

 ・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。 

 ・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(10 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しております。 

 ⑤重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結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。 

尚、在外連結子会社の資産及び負債は在外連結子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。 

⑥その他連結計算書類作成のための重要な事項 

  消費税等の処理方法は税抜方式によっております。 

 

(5)追加情報 

世界的に流行している新型コロナウイルスについては、未だ終息時期の目途はたたず、依然として経済の先行きは不透明な状

況で推移しております。このような状況下の中で、当社は当期に「ファッション小売業からファッションテック企業への転換」

をすべく３つの重点施策の取り組みに加え、「コロナ下で生まれた新しい生活様式への対応」への取り組みを行いましたが、臨

時休業や営業時間短縮を余儀なくされることで客数が減少し、店舗の売上は大きな影響を受けました。 

当社では、新型コロナウイルス感染症により、当社が出店している商業施設の休業及び営業時間短縮地域の拡大などの再度の

大規模な社会的制限は生じないという仮定のもと、当連結会計年度の在庫評価や固定資産の減損会計等の会計上の見積りを行っ

ております。 

今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、営業時間の短縮が新たに発生することも考えられ、当社グループの

業績に重要な影響を与える可能性があります。 

 

２．連結貸借対照表に関する注記 

 

  有形固定資産の減価償却累計額            ２，７７０，２９９千円 

 

３．連結損益計算書に関する注記 

(1)減損損失  

   当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

①減損損失を認識した資産グループの概要  

用途 種類 場所 店舗数 金額（千円） 

営業店舗 

建物他 北海道・東北地域 ― ― 

建物他 関東地域 ３ ８，３５９ 

建物他 中部地域 １ １６，７９８ 

建物他 近畿地域 ３ ２５，３３７ 

建物他 中国・四国地域 ― ― 

建物他 九州地域 ― ― 

本社等 建物他 東京本社他 ― ― 

合 計   ７ ５０，４９４ 

 

②減損損失の認識に至った経緯 

営業活動から生ずる損益が継続してマイナス又はマイナスとなる見込みである資産グループの帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 
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③減損損失の金額     

種類 金額（千円） 

建物及び構築物 ４３，０７７ 

器具備品 ８５１ 

その他（注） ６，５６６ 

合 計 ５０，４９４ 

   （注）その他には長期前払費用を含んでおります。 

 

④資産のグルーピングの方法 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位として、店舗を基礎としてグルーピングしております。また、本社につ

いては独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。 

 

⑤回収可能価額の算定方法 

資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローがマイナスで

ある場合、零として評価しております。 

 

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

(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 
当期首 

株式数（株） 

当期増加 

株式数（株） 

当期減少 

株式数（株） 

当期末 

株式数（株） 
摘要 

発行済株式 普通株式 27,711,028 ― ― 27,711,028  

自己株式 普通株式 109,576 ― 4,000 105,576 （注） 

     （注）普通株式の減少はストックオプションの行使によるものであります。 

(2)当連結会計年度の末日に当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数 

 普通株式               １９，０００株 

 

５．金融商品に関する注記 

(1)金融商品の状況に関する事項 

当社グループは、衣料品小売事業を行うための設備投資資金については自己資金で充当しており、資金運用については、主と

して安全性の高い金融資産に限定しております。また、デリバティブ取引については、投機的な取引は行わない方針です。 

売上預け金及び売掛金等の営業債権については、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先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貸倒れリスクの軽減を図っております。 

投資有価証券は主として業務上の関係を有する会社の株式であり、時価のある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。 

差入保証金については、貸主の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、担当部署が貸主ごとの信用情報を随

時把握し、管理する体制としております。 
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(2)金融商品の時価等に関する事項 

2021 年２月 28 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

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）。 

 連結貸借対照表 

計上額(*) 

（千円） 

時価(*) 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)現金及び預金 4,629,720 4,629,720 －  

(2)受取手形及び売掛金 35,808 35,808 －  

(3)売上預け金 506,390 506,390 －  

(4)投資有価証券 

その他有価証券 2,876,842 2,876,842 －  

(5)差入保証金 

（1年内償還予定の差入保証金を含む） 2,036,612 2,039,967 3,354 

(6)支払手形及び買掛金  (636,620)  (636,620) －  

(7)電子記録債務 (1,045,551) (1,045,551) － 

     (*)負債に計上されているものについては、（  ）で示しております。 

（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 

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)売上預け金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

(4)投資有価証券 

投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示され

た価格によっております。 

(5)差入保証金 

差入保証金の時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリー･レートで割

り引いた現在価値から貸倒見積高を控除した価額によっております。 

(6)支払手形及び買掛金、(7)電子記録債務 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額 6,000 千円）は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ

とから、「(4) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。 

 

６．１株当たり情報に関する注記 

(1)１株当たり純資産額          ２６７円６６銭 

(2)１株当たり当期純利益          １９円８９銭 

(3) 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益   １９円８８銭 

 



 -  5  -

個 別 注 記 表 

 
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（１）資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

   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 

  ②たな卸資産 

   商  品 … 移動平均法による原価法（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） 

   貯蔵品 … 終仕入原価法 

（２）固定資産の減価償却の方法 

  ①有形固定資産 … 経済的耐用年数に基づく定額法 

   各資産別の経済的耐用年数として以下の年数を採用しております。 

     建   物       ３年～ ８年 

     器 具 備 品       ３年～２０年 

  ②無形固定資産 … 定額法 

尚、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長期前払費用 … 契約期間等に応じた均等償却 

（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、回収不能見込額を計上しております。 

  ②投資損失引当金 

   連結子会社に対する投資等に伴う損失に備え、当該会社の実情を勘案し、必要と認められる金額を計上しております。 

  ③賞与引当金 

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当事業年度対応分を計上しております。 

④役員業績報酬引当金 

   役員に対する業績報酬の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担する金額を計上しております。 

⑤店舗閉鎖損失引当金 

翌事業年度以降に閉店することを決定した店舗について、閉店に伴い発生する損失に備えるため、合理的に見込まれる中

途解約違約金等の閉店関連損失見込額を計上しております。 

⑥ポイント引当金 

自社ポイントカード制度により発行されるポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額を計上しており

ます。 

  ⑦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及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認められる額を計上しております。 

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。 

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処理方法 

数理計算上の差異については、各期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(10 年)による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。 

  ・未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結計算書類と異なります。 
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（４）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

   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。 

（５）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項    

   消費税等の処理方法は税抜方式によっております。 

 

（６）追加情報 

世界的に流行している新型コロナウイルスについては、未だ終息時期の目途はたたず、依然として経済の先行きは不透

明な状況で推移しております。このような状況下の中で、当社は当期に「ファッション小売業からファッションテック企

業への転換」をすべく３つの重点施策の取り組みに加え、「コロナ下で生まれた新しい生活様式への対応」への取り組み

を行いましたが、臨時休業や営業時間短縮を余儀なくされることで客数が減少し、店舗の売上は大きな影響を受けました。 

当社では、新型コロナウイルス感染症により、当社が出店している商業施設の休業及び営業時間短縮地域の拡大などの

再度の大規模な社会的制限は生じないという仮定のもと、当事業年度の在庫評価や固定資産の減損会計等の会計上の見積

りを行っております。 

今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、営業時間の短縮が新たに発生することも考えられ、当社グル

ープの業績に重要な影響を与える可能性があります。 

 

２．貸借対照表に関する注記 

（１）有形固定資産の減価償却累計額              ２，７６９，５９２千円 

（２）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

   短期金銭債権                          ６，２０２千円 

   短期金銭債務                         １５，５０３千円 

 

３．損益計算書に関する注記 

（１）関係会社との営業取引以外の取引による取引高 

   投資有価証券売却益                   １，２９０，３５３千円 

   受取利息                              １３７千円 

 

（２）減損損失 

   当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

①減損損失を認識した資産グループの概要 

用途 種類 場所 店舗数 金額（千円） 

営業店舗 

建物他 北海道・東北地域 ― ― 

建物他 関東地域 ３ ８，３５９ 

建物他 中部地域 １ １６，７９８ 

建物他 近畿地域 ３ ２５，３３７ 

建物他 中国・四国地域 ― ― 

建物他 九州地域 ― ― 

本社等 建物他 東京本社他 ― ― 

合 計   ７ ５０，４９４ 

②減損損失の認識に至った経緯 

営業活動から生ずる損益が継続してマイナス又はマイナスとなる見込みである資産グループの帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

③減損損失の金額     

種類 金額（千円） 

建物 ４３，０７７ 

器具備品 ８５１ 

その他（注） ６，５６６ 

合 計 ５０，４９４ 

   （注）その他には長期前払費用を含んでおります。 
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④資産のグルーピングの方法 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位として、店舗を基礎としてグルーピングしております。また、本社につ

いては独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。 

  ⑤回収可能価額の算定方法 

資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しております。使用価値は、将来キャッシュ・フローがマイナスで

ある場合、零として評価しております。 

 

４．株主資本等変動計算書に関する注記 

（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 
当期首 

株式数（株） 

当期増加 

株式数（株） 

当期減少 

株式数（株） 

当期末 

株式数（株） 
摘要 

発行済株式 普通株式 27,711,028 － － 27,711,028  

自己株式 普通株式 109,576 － 4,000 105,576 （注） 

     （注）普通株式の自己株式の減少はストックオプションの行使によるものであります。 

（２）当事業年度の末日に当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数 

   普通株式                  １９，０００株 

 

５．退職給付に関する注記 

（１）採用している退職給付制度の概要 

当社は、親会社であるイオン㈱及び同社の主要国内関係会社で設立している確定給付型の企業年金基金制度並びに確定

拠出年金制度及び退職金前払制度を設けております。 

（２）確定給付制度 

    ①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 

     期首における退職給付債務    ２，０６１，９１８千円 

      勤務費用              ３４，４６８千円 

      利息費用               ８，２４７千円 

      数理計算上の差異の当期発生額   △９４，９０７千円 

      退職給付の支払額         △７６，８２５千円 

     期末における退職給付債務    １，９３２，９０１千円 

    ②年金資産の期首残高と期末残高の調整表 

     期首における年金資産 ※    １，５６７，３９４千円 

      期待運用収益            ５６，４２６千円 

      数理計算上の差異の当期発生額    ６５，０４４千円 

      事業主からの拠出金         ３１，３５７千円 

      退職給付の支払額 ※       △７６，８２５千円 

     期末における年金資産 ※    １，６４３，３９７千円 

     ※「期首における年金資産」及び「退職給付の支払額」並びに「期末における年金資産」は、当社の親会社であるイ

オン㈱及び同社の主要な国内関係会社で設立している確定給付型の企業年金基金制度における退職給付債務の金

額の割合に応じて按分計算した金額であります。 
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    ③退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

     積立型制度の退職給付債務    １，９３２，９０１千円 

     年金資産           △１，６４３，３９７千円 

     未積立退職給付債務         ２８９，５０３千円 

     未認識数理計算上の差異           ４５８千円 

     退職給付引当金           ２８９，９６２千円 

    ④退職給付に関連する損益 

     勤務費用               ３４，４６８千円 

     利息費用                ８，２４７千円 

     期待運用収益            △５６，４２６千円 

     数理計算上の差異の当期の費用処理額  ３０，７０２千円 

     確定給付制度に係る退職給付費用    １６，９９２千円 

    ⑤年金資産の主な内訳 

     年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。 

      債券                   ４０．７％ 

      株式                   ２９．９％ 

      生命保険の一般勘定            １１．６％ 

      その他 ※                １７．８％ 

      合計                  １００．０％ 

      ※その他には、主として現金、オルタナティブ投資が含まれております。 

    ⑥長期期待運用収益率の設定方法に関する記載 

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な

資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 

    ⑦数理計算上の計算基礎に関する事項 

     期末における主要な数理計算上の計算基礎 

      割引率                  ０．８０％ 

      長期期待運用収益率            ３．６０％ 

 （３）確定拠出制度 

    当社の確定拠出制度への要拠出額     ２２，２５２千円 

 （４）退職金前払制度 

    退職金前払制度の要支給額           ４０１千円 
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６．税効果会計に関する注記 

（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

   繰延税金資産 

    商品                     ７４，３５２千円 

    未払事業税                  １６，４６４千円 

    賞与引当金                   ４，２８２千円 

    店舗閉鎖損失引当金               ９，４３７千円 

    有形固定資産                  ７，２８５千円 

    貸倒引当金                     ６３０千円 

    投資損失引当金                １３，６６１千円 

    退職給付引当金                ８８，４３８千円 

    減損損失                  ２０５，５１９千円 

    資産除去債務                ２０５，１９６千円 

    繰越欠損金               １，５１５，６１８千円 

    その他                   ２２４，６４９千円 

   繰延税金資産小計             ２，３６５，５３７千円 

    税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △１，５１５，６１８千円 

    将来減算一時差異に係る評価性引当額    △８４２，３７９千円 

   評価性引当額小計            △２，３５７，９９７千円 

   繰延税金資産合計                 ７，５３９千円 

   繰延税金負債 

    その他有価証券評価差額金          ４２１，３４５千円 
    資産除去債務に対応する 

除去費用                    ７，５３９千円 

   繰延税金負債合計               ４２８，８８４千円 

   繰延税金負債の純額              ４２１，３４５千円 

 

（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要な項目別の内訳 

   法定実効税率                    ３０．５％ 

   （調整） 

   受取配当金等一時差異でない項目           △０．９％ 

   住民税均等割                    １６．７％ 

   所得税還付額                    △３．０％ 

   法人税額控除                    △２．２％ 

   評価性引当額の減少                △１６．５％ 

   その他                        ０．５％ 

   税効果会計適用後の法人税等の負担率         ２５．１％ 

 



 -  1 0  -

７．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 

属性 
会社等 

の名称 

議決権等の所有

（被所有）の割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 
役員の 

兼任等（名） 

事業上 

の関係 

親会社 イオン㈱ 

被所有 

直接 67.6％ 

間接 3.7％ 

  ― ― 

寄託運用資金の返還 1,050,000 関係会社預け金 ― 

株式の売却代金 1,900,185 ― ― 

株式の売却益 1,290,353 ― ― 

受取利息 137 未収収益 ― 

  （注）上記金額には消費税等を含んでおりません。      

  取引条件及び取引条件の決定方針等 

    資金の寄託運用は、基本契約に基づき行われ、利率は市場金利を勘案し、決定されております。 

    株式売却価格は、市場価格に基づき決定しております。  

 

（２）兄弟会社等 

属性 
会社等 

の名称 

議決権等の所有（被

所有）の割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 
役員の 

兼任等（名） 

事業上 

の関係 

親会社

の子会社 

イオン 

リテール㈱ 

所有 

直接  ― 

被所有 

直接  ― 

― 
店舗の 

賃借 

店舗の賃借料 408,333 未払費用 78,517 

売上代金の一時預け ― 売上預け金 81,073 

保証金の差入 3,104 差入保証金 418,905 

保証金の返還 27,392 未収入金 2,026 

（注）上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高については差入保証を除き消費税等を含んで表示してお

ります。 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

    店舗の賃借については、当社の店舗が賃貸借契約に基づき、イオンリテール㈱のショッピングセンター等に入居してい

ることによるものであり、その取引条件は他社と同様、交渉によって決定しております。 

 

属性 
会社等 

の名称 

議決権等の所有（被

所有）の割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 
役員の 

兼任等（名） 

事業上 

の関係 

親会社

の子会社 

イオン 

九州㈱ 

所有 

直接  ― 

被所有 

直接  ― 

― 
店舗の 

賃借 

店舗の賃借料 69,412 未払費用 8,094 

売上代金の一時預け ― 売上預け金 13,170 

保証金の差入 ― 差入保証金 92,709 

保証金の返還 27,186 未収入金 22,325 

（注）上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高については差入保証を除き消費税等を含んで表示してお

ります。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

    上記の取引は、当社の店舗が賃貸借契約に基づき、イオン九州㈱のショッピングセンター等に入居していることによる

ものであり、その取引条件は他社と同様、交渉によって決定しております。 
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属性 
会社等 

の名称 

議決権等の所有（被

所有）の割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 
役員の 

兼任等（名） 

事業上 

の関係 

親会社

の子会社 

イオン 

モール㈱ 

所有 

直接  ― 

被所有 

直接  ― 

― 
店舗の 

賃借 

店舗の賃借料 635,636 未払費用 55,868 

売上代金の一時預け ― 売上預け金 137,319 

保証金の差入 ― 差入保証金 658,856 

保証金の返還 40,263 未収入金 13,854 

（注）上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高については差入保証を除き消費税等を含んで表示してお

ります。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

    上記の取引は、当社の店舗が賃貸借契約に基づき、イオンモール㈱のショッピングセンター等に入居していることによ

るものであり、その取引条件は他社と同様、交渉によって決定しております。 

  

 

属性 
会社等 

の名称 

議決権等の所有（被

所有）の割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 
役員の 

兼任等（名） 

事業上 

の関係 

親会社

の子会社 

イオン 

トップ 

バリュ㈱ 

所有 

直接  ― 

被所有 

直接  ― 

― 
商品の 

仕入 
商品仕入高 231,586 買掛金 148,226 

 （注）上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末の残高には消費税等を含んで表示しております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

上記の取引の取引条件は他社と同様、交渉によって決定しております。 

 

８．１株当たり情報に関する注記 

（１）１株当たり純資産額         ２６７円２０銭 

（２）１株当たり当期純利益         １９円９６銭 

（３）潜在株式調整後１株当たり当期純利益  １９円９４銭 

 


