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貸借対照表 

(2021 年 3 月 31 日現在) 

 
（単位：円） 

  科目 金額   科目 金額 

資産の部   負債の部   

 流動資産 1,529,021,717   流動負債 3,258,921,422 

  現金及び預金 798,142,623   買掛金 950,098,311 

  売掛金 135,876,538   短期借入金 770,000,000 

  リース投資資産 79,413,302   リース債務 21,584,899 

  商品 370,779,500   未払金 36,201,198 

  貯蔵品 9,829,720   未払消費税等 208,718,300 

  前払費用 59,485,050   未払費用 580,218,880 

  未収入金 73,170,606   未払法人税等 430,054,600 

  立替金 2,352,378   前受金 26,796,071 

  未収収益 312,000   預り金 7,312,856 

  貸倒引当金 △ 340,000   商品券 11,092,150 

 固定資産 7,666,748,604   ポイント引当金 3,884,238 

  有形固定資産 6,865,904,556   賞与引当金 196,159,919 

  建物 3,660,296,864   役員賞与引当金 16,800,000 

  構築物 431,275,445   固定負債 1,010,167,827 

  機械装置 1,878,374   リース債務 157,469,424 

  車輌運搬具 3   長期未払金 5,796,000 

  工具、器具及び備品 324,364,757   資産除去債務 368,386,845 

  リース資産 119,001,389   預かり敷金・保証金 478,515,558 

  土地 2,329,087,724 負  債  合  計 4,269,089,249 

  無形固定資産 76,038,945       

  借地権 68,156,628       

  電話加入権 6,198,811 純資産の部   

  ソフトウエア 1,682,481   株主資本 4,913,456,662 

  商標権 1,025   資本金 450,000,000 

  投資その他の資産 724,805,103   資本剰余金 433,690,850 

  投資有価証券 68,512,771    資本準備金 433,690,850 

  出資金 810,001   利益剰余金 4,029,765,812 

  長期前払費用 53,689,790    利益準備金 159,639,213 

  敷金 162,282,750         その他の利益剰余金 3,870,126,599 

  差入保証金 159,469,197           繰越利益剰余金 3,870,126,599 

  保険積立金 28,101,079       

  ゴルフ会員権 225,000   評価・換算差額等 13,224,410 

  繰延税金資産 256,914,515   その他有価証券評価差額金 13,224,410 

  貸倒引当金 △ 5,200,000 純  資  産  合  計 4,926,681,072 

資  産  合  計 9,195,770,321 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,195,770,321 
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損益計算書 

自 2020 年 4 月 1 日 

至 2021 年 3 月 31 日 

   
（単位：円） 

  科   目 金   額 

売上高     22,421,614,663 

売上原価     

  商品期首たな卸高 373,187,379   

  当期商品仕入高 16,800,677,024   

  合計 17,173,864,403   

  商品期末たな卸高 370,779,500 16,803,084,903 

  売上総利益   5,618,529,760 

営業収入   2,063,603,119 

営業原価   7,231,514 

  営業総利益   7,674,901,365 

販売費及び一般管理費    6,071,209,511 

  営業利益     1,603,691,854 

営業外収益     

  受取利息配当金 4,882,693   

  その他 43,550,239 48,432,932 

営業外費用     

  支払利息 10,936,405   

  その他 9,904,140 20,840,545 

経常利益   1,631,284,241 

特別損失     

  固定資産除却損 632,616 632,616 

税引前当期利益   1,630,651,625 

  法人税、住民税及び事業税 543,916,611   

  法人税等調整額 △ 48,244,303 495,672,308 

当期純利益    1,134,979,317 
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株主資本等変動計算書 

（2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで） 

 

 

  

当期首残高 450,000,000 433,690,850 433,690,850 159,639,213 3,000,142,908 3,159,782,121

事業年度中の変動額

  剰余金の配当 0 △ 264,995,626 △ 264,995,626

　当期純利益 0 1,134,979,317 1,134,979,317

　株主資本以外の項目の事業
  年度中の変動額（純額）

0 0

事業年度中の変動額  合計 0 0 0 0 869,983,691 869,983,691

当期末残高 450,000,000 433,690,850 433,690,850 159,639,213 3,870,126,599 4,029,765,812

株主資本

当期首残高 4,043,472,971 189,727 189,727

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △ 264,995,626 0 △ 264,995,626

　当期純利益 1,134,979,317 0

　株主資本以外の項目の事業
  年度中の変動額（純額）

0 13,034,683 13,034,683

事業年度中の変動額  合計 869,983,691 13,034,683 13,034,683

当期末残高 4,913,456,662 13,224,410 13,224,410

株主資本合計

項　　　目

項　　目

資本金

利益剰余金

利益準備金
繰越利益
剰余金

利益剰余金
　合計

883,018,374

13,034,683

その他有価証券
評価差額金

4,926,681,072

4,043,662,698

評価・換算差額
等合計

1,134,979,317

純資産合計

（単位：円）

評価・換算差額等

資本剰余金

資本準備金

株主資本

資本剰余金
  合計
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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 決算期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） 

時価のないもの 移動平均法による原価法 

 

②たな卸資産 

ⅰ店舗在庫商品 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） 

ⅱ物流センター在庫商品  

最終仕入原価法による原価法（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） 

ⅲ貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（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） 

 

（２）固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 定率法 

(リース資産を除く)    ただし、1998 年 4 月 1日以降取得した建物（建物附  

属設備は除く）並びに 2016年 4月 1日以降取得した建

物付属設備及び構築物については、定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物    3～50年 

機械装置       2～10年 

車両運搬具      2年 

工具、器具及び備品  2～20年 

②無形固定資産 自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可 

(リース資産を除く) 能期間（5年）に基づく定額法、その他の無形固定資産 

については定額法 

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 

④長期前払費用 定額法 

 

（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

ては貸倒れ実績率により、貸倒れ懸念債権等の特定の債

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ポイント引当金 顧客に付与したポイントの利用による費用負担に備え

るため、使用実績率等に基づき翌期以降利用されると見

込まれるポイントに対する使用見込額を計上しており

ます。 

③役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見

込額に基づき計上しております。 

④賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づい

て計上しております。    
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（４）収益及び費用の計上基準 

ファイナンスリース取引に係る収益の計上基準 

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

 

（５）その他計算書類作成のための基本となる事項 

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 

 

2. 貸借対照表等に関する注記 

（1）有形固定資産の減価償却累計額 6,280,754,889円 

（2）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

①短期金銭債権 3,297,572 円 

②短期金銭債務 795,267,856円 

 

3. 損益計算書に関する注記 

（1）関係会社との取引高 

①営業取引による取引高 

販売費及び一般管理費 79,621,617 円 

②営業取引以外の取引による取引高 6,369,669 円 

    

4. 株主資本等変動計算書の注記 

（1）当事業年度末における発行済株式の総数 

普通株式 2,226,854 株  

 

(2) 剰余金の配当に関する事項 

① 配当金支払額 

2020年 6月 9日開催の第 62期定時株主総会において次のとおり決議しております。 

株式の種類  普通株式 

配当金の総額    75,713,036円 

１株当たり配当額     34円 

基準日  2020年3月31日 

効力発生日  2020年6月10日 

2020年 11月 10 日開催の取締役会において、次のように決議しております。 

株式の種類  普通株式 

配当金の総額    189,282,590円 

１株当たり配当額     85円 

基準日  2020年９月30日 

効力発生日  2020年11月11日 

 

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの 

2021年 6月 8日開催の第 63期定時株主総会において次のとおり付議いたし 

ます。 

株式の種類  普通株式 

配当金の総額    151,426,072円 

配当の原資                    利益剰余金 

１株当たり配当額     68円 

基準日  2021年3月31日 

効力発生日  2021年6月 9日 
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5. 税効果会計に関する注記 

  重要な差異がないため記載を省略しております。 

 

6．リースにより使用する不動産に関する注記 

  重要性がないため記載を省略しております。 

 

7．金融商品に関する注記 

  重要性がないため記載を省略しております。 

 

8．賃貸等不動産に関する注記 

  重要性がないため記載を省略しております。 

 

9. 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 

種類 
会社等 

の名称 

資本金 

（千円） 

事業

の 

内容 

議決権の所有 

(被所有) 割合 

（％） 

関連当

事者と

の関係 

取引の内容 
取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

親 

会 

社 

アクシアル 

リテイリン

グ(株) 

3,159,712 
持株

会社 

（被所有） 

直接 100.0 

役員の

兼任 

2名 

 

資金の借入 

 

2,520,000 

 

短期借入金 770,000              

支払利息 6,369 -   - 

(注)１ 上記金額に消費税等は含まれておりません。 

２ 資金の借入は、資金繰りの状況をもとに取締役会で決定した枠内で規程に基づき 

実行しております。また、利息につきましては、一般に公表される市場金利を参

考に決定しております。 

(2）兄弟会社等 

属性 
会社等 

の名称 

資本金 

（千円） 

事業

の 

内容 

議決権の所有 

(被所有）割合 

（％） 

関連当

事者と

の関係 

取引の内容 
取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

（千円） 

親会

社の

子会

社 

原信ナル

スオペレ

ーション

サービス

㈱ 

 

100,000 

 

各 種

商 品

の 卸

売 

― 
商品の

仕入 
商品の仕入 15,280,742 買掛金  824,499 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

  １ 価格その他取引条件は、市場価格を基本に定めております。 

  ２ 取引金額は消費税等を含めず表示しており、期末残高には消費税等を含めて表示

しております。 

 

10. 1株当たり情報に関する注記 

1株当たり純資産額                      2,212円 40銭 

（注）算定上の基礎 

純資産の部の合計額 4,926,681,072円 

純資産の部の合計額から控除する金額 ― 

普通株式に係る純資産 4,926,681,072円 

普通株式の発行済株式数 2,226,854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 2,226,854株 
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1株当たり当期純利益                                         509円 68銭 

   （注）算定上の基礎 

当期純利益 1,134,979,317円 

普通株主に帰属しない金額 ― 

普通株式に係る当期純利益 1,134,979,317円 

１株当たり当期純利益金額の算定に用いられた 

普通株式の期中平均株式数 
2,226,854株 

 

11. 重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 


