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(百万円未満切捨て)
１．2021年２月期の業績（2020年２月21日～2021年２月20日）

（１）経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 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 69,456 16.0 6,863 71.3 7,326 72.5 4,717 84.4

2020年２月期 59,852 4.2 4,006 2.3 4,248 5.5 2,559 8.4
　

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 180.91 ― 15.5 17.6 9.9

2020年２月期 98.09 ― 9.4 11.4 6.7

(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）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 45,287 32,496 71.8 1,246.10

2020年２月期 37,949 28,220 74.4 1,082.11

(参考) 自己資本 2021年２月期 32,496百万円 2020年２月期 28,220百万円
　

（３）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 7,295 △1,870 △660 7,697

2020年２月期 3,953 △1,574 △2,332 2,933

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 ― 18.0 18.0 472 18.3 1.7

2021年２月期 ― 0.00 ― 28.0 28.0 734 15.5 2.3

2022年２月期(予想) ― 0.00 ― 28.0 28.0 20.9

　

３．2022年２月期の業績予想（2021年２月21日～2022年２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)

売上高 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) 40,700 4.0 5,000 △17.8 5,025 △19.3 3,390 △19.5 129.99

通 期 70,000 0.8 5,450 △20.6 5,500 △24.9 3,500 △25.8 134.21

　

　



※ 注記事項

（１）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

（２）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 26,240,800 株 2020年２月期 26,240,800 株

② 期末自己株式数 2021年２月期 161,976 株 2020年２月期 161,940 株

③ 期中平均株式数 2021年２月期 26,078,857 株 2020年２月期 26,088,244 株

(注) 当社は、2014年６月19日より「役員報酬BIP信託」を導入しております。

期末自己株式数には、当該信託が所有する当社株式(2021年２月期 161,590株、2020年２月期 161,590株)を含めて

おります。また、当該信託が所有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており

ます(2021年２月期161,590株、2020年２月期152,206株)。

※ 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予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化により予想数値と異なる場合があります。

なお、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については、四半期決算短信（添付

資料）２ページ「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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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

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が大幅に抑制され企業収益

が減少するなど景気は急速に悪化し、先行きは依然として不透明な状況で推移しました。

このような状況のもと、自転車は日常生活における人との接触、いわゆる「密」を避けるための移動手段として、

通勤・通学を中心に活用機会が増えたことや、運動不足の解消を目的とした健康志向の高まりから利用が増加するな

ど、改めてその必要性が広く認識されるところとなりました。

当社におきましては、政府による第１回目の緊急事態宣言が発出された第１四半期こそ、自主休業や営業時間を短

縮したことで売上高は前年を下回りましたが、緊急事態宣言が解除された６月度から全店通常営業に切り替えたとこ

ろ、来客数の増加に伴い自転車の販売が好調に推移しました。特に需要の多かった電動アシスト自転車やスポーツサ

イクル、子供用自転車の在庫をいち早く確保したり、インターネットでの購入機会が増加する傾向に素早く対応した

結果、第２四半期以降、業績は好調に推移し、通期において増収増益を確保することができました。

また、当事業年度が最終年度となる中期経営計画「あさひVISION2020」では、「SHIFT TO SPORTY」をメインテーマ

に掲げスポーツサイクルの普及を推し進めるとともに、組織基盤である「人間力」「商品力」「店舗力」の３分野か

らなるカルチャーモデルの強化に取り組みました。

まず、「人間力」では、社内資格である「マイスター制度」の推進を図り、「接客」「技術」「ガイドツアー」に

おいて、スタッフの専門性を高め、より高品質なサービスを提供できるようなプロフェッショナル人材の育成に注力

しました。また「ガイドツアー」においては、各地のスポーツスペシャリティストアを中心に経験豊富なスタッフが

帯同するガイド付きサイクリングツアーやライドイベントを開催するなど、自転車の魅力の発信や楽しみ方の提供を

行なってまいりました。

「商品力」では、当社独自のアシスト機能を採用した電動アシスト自転車「ENERSYS」シリーズの充実を図ったほ

か、通勤での使用を想定した新モデル「オフィスプレスe」を10月下旬に発売し、通勤需要の新しいニーズを発掘しま

した。なお、商品展開では、新しいジャンルとして注目を集める電動アシストスポーツサイクル（E-BIKE）やシニア

向け商材の一つとして車いすなどの品揃えも強化してまいりました。

「店舗力」では、旧型の店舗を建て替えて、売り場面積の拡張や最新の売り場形態への移行により、お客様が更に

選びやすくお買い物を楽しんで頂けるような店舗づくりに取り組みました。また、スポーツサイクルに重点を置いた

「スポーツスペシャリティストア」の展開拡大や、従来の郊外型店舗に加え、都心部への出店にも取り組みました。

出退店につきましては、関東地域に12店舗、近畿地域に３店舗を出店し、九州地域の１店舗を退店しました。この

結果、当期末における店舗数は、直営店472店舗、FC店19店舗のあわせて491店舗となりました。なお、店舗数にはリ

ニューアルに伴う一時閉店中の店舗が含まれております。

（46期業績概況）

このような活動の結果、当事業年度におきましては、以下のとおり増収増益となりました。

　 売上高 69,456,001千円 （前期比 16.0％増）

　 経常利益 7,326,626千円 （前期比 72.5％増）

　 当期純利益 4,717,827千円 （前期比 84.4％増）

なお、当社の事業は、単一セグメントであるため、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

新型コロナウイルス感染拡大が経済及び社会生活に大きな影響を及ぼしており、現時点で収束時期を見通すことは

困難です。そのため業績予想における前提として、新しい生活様式に伴う「密」を避けて行動する傾向により自転車

需要は一定程度継続するものの、当年度と比較して限定的なものと想定しております。

　自転車業界では一般用自転車から電動アシスト自転車やスポーツサイクルへの移行が継続するものの、当年度需要

が増加した子供用自転車については、前年と比較し販売台数が下回ると予想されます。また、海外の協力会社のコス

ト増加や世界的なコンテナ不足の影響、為替レートの変動などに伴い仕入れ価格の上昇が不可避になっています。

このような環境に対し、当社ではお客様の自転車ライフをより快適に楽しんで頂けるよう電動アシスト自転車やス

ポーツサイクルなどの在庫確保を進めるとともに、より付加価値の高い商品を提供できるよう商品開発に力を入れて
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まいります。

また、企業価値のさらなる向上のため2022年２月期からは新たな中期経営計画「あさひVISION2025」を定め、「お

客様との関係性強化（CRM強化）」「既存店の活性化」「新しい店舗スタイルの開発」「事業領域の拡大」の4つの重

点戦略を実現するため、「デジタル・IT」「物流」「ブランディング」の3つの成長基盤の強化を推進してまいりま

す。

初年度の主な取り組みとしまして、出店戦略では収益性を重視した出店（16店舗予定）を進めるとともに、旧型店

舗の建て替えならびにリニューアルによる活性化、従来の郊外型店舗だけでなく都市型店舗など新たな店舗形態の確

立を図ってまいります。デジタル・ITの活用では、お客様のニーズに合った商品やサービスの提供を目指し、クーポ

ンの配布やイベント情報、購入後の点検のお知らせなどの情報発信をより有効に行ない、お客様と良好な関係を長期

的に継続してまいります。また、将来的な事業規模の拡大に対応できるよう、物流機能の強化ならびに最適化を推進

していくとともに、「ネットで注文、お店で受取りサービス」において、専用在庫の確保により納期短縮を図りお客

様のさらなる利便性の向上に努めてまいります。さらにブランディング強化の一環として、経営ビジョンである「人

生を彩る自転車ライフを いつも、いっしょに、いつまでも」を社内外へ浸透させるべく「商品」「店舗」「広告」

などの目に見える部分だけでなく、意識や行動といった目に見ない部分も含めてブランドイメージの統一化ならびに

ブランディングの強化を進めてまいります。

以上を踏まえ、売上高は、70,000,000千円（前期比0.8％増）、営業利益5,450,000千円（前期比20.6％減）、経常

利益5,500,000千円（前期比24.9％減）、当期純利益3,500,000千円（前期比25.8％減）を見込んでおります。

（２）財政状態に関する分析

　 (資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析)

　 ①資産

　 当事業年度末の総資産の残高は、前事業年度末と比較して7,337,364千円増加し、45,287,289千円となりました。

当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比較して6,883,790千円増加し、24,665,824千円となり

ました。これは主に、現金及び預金の増加4,642,545千円、売掛金の増加687,930千円、商品の増加1,004,535千円、

未着商品の増加250,636千円等によるものであります。

当事業年度末における固定資産の残高は、前事業年度末と比較して453,573千円増加し、20,621,464千円となりま

した。これは主に、差入保証金の増加187,485千円、繰延税金資産の増加224,707千円、建設協力金の減少126,522千

円等によるものであります。

②負債

　当事業年度末の負債の残高は、前事業年度末と比較して3,060,859千円増加し、12,790,562千円となりました。

当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末と比較して3,007,694千円増加し、11,683,388千円となり

ました。これは主に、買掛金の増加719,370千円、1年内返済予定の長期借入金の減少187,500千円、未払法人税等の

増加1,109,058千円、未払消費税等の増加627,077千円等によるものであります。

当事業年度末における固定負債の残高は、前事業年度末と比較して53,164千円増加し、1,107,173千円となりまし

た。これは主に、株式報酬引当金の増加24,000千円、資産除去債務の増加32,046千円等によるものであります。

③純資産

当事業年度末の純資産の残高は、前事業年度末と比較して4,276,504千円増加し、32,496,726千円となりました。

これは主に、当期純利益による増加4,717,827千円、剰余金の配当による減少472,328千円等によるものでありま

す。

④キャッシュ・フロー

当事業年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較して4,764,449千円増加し、

7,697,850千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
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　 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は7,295,268千円となりました。主な増加要因は、税引前純利益7,056,486千円、減

価償却費1,260,487千円、仕入債務の増加額719,370千円等によるものであります。また、主な減少要因は、売上債

権の増加額687,930千円、たな卸資産の増加額1,239,384千円、法人税等の支払額1,510,778千円等によるものであり

ます。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は1,870,621千円となりました。これは主に、新規出店に係る有形固定資産の取得に

よる支出1,348,513千円、差入保証金の差入による支出346,419千円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は660,196千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出187,500千

円、配当金の支払額472,636千円等によるものであります。

(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 66.4 66.5 71.1 74.4 71.8

時価ベースの自己資本比率 100.8 95.3 107.3 86.9 87.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.7 1.0 0.4 0.0 0.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

736.2 1,059.2 1,252.2 8,277.1 32,045.8

(注)１．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／営業キャッシュ・フロー

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

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おります。

３．
有利子負債は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すべての負債を対象として
おります。また利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま
す。

４．営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して
おります。

（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、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題と考えており、安定的な財務体質の確立、企業価値の向

上に努め、将来の成長に備えて内部留保を図ると同時に、株主の皆様へ継続的に配当を行なうことを基本方針として

おります。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会でありま

す。内部留保資金につきましては、店舗の新設及び改装等将来の利益に貢献する投資資金に充てると同時に、より一

層の財務体質の強化、今後の事業活動の充実、拡大、さらには、グローバルな事業展開に有効投資してまいりたいと

考えております。

　具体的な投資につきましては、引き続き重点的に行なっている新規出店ならびに建替え・移転費用が大半を占めて

おります。

このような方針に基づき、堅調な業績推移を踏まえ、当事業年度の利益配当金につきましては、１株当たり期末配

当額を2020年12月25日「配当予想の修正に関するお知らせ」で公表した28円00銭とさせていただきたいと存じます。

なお、当社は中間配当を行なうことができる旨を定款に定めております。中間配当の決定機関は、取締役会であり

ます。

次期の配当金につきましては、利益配分に関する基本方針に基づき、１株当たり28円00銭を予定しております。
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（４）事業等のリスク

　 投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

　 なお、文中の将来に関する事項は、決算短信提出日現在において当社が判断したものであります。

　 ①出店政策について

　 (ａ)直営店による店舗展開について

　 直営店による店舗展開は、以下のようなメリットがあります。

　 ・会社の経営方針、施策等を迅速かつ適切に実施できる。

　 ・店舗管理が容易かつ機動的に実施できる。

　 ・出退店、移転等が臨機応変に実施できる。

　 このようなメリットがある反面、以下のようなリスクがあります。

・出店費用、人件費等のコスト負担が大きくなるリスクがあります。

　 ・予定通りの出店ができないことにより財政状態及び経営成績に影響を与えるリスクがあります。

・直営店においては、賃借による出店を基本としており、店舗用物件の契約時に賃貸人に対し保証金及び建設協力

金を差入れております。差入保証金の残高は、当事業年度末現在5,105,842千円（総資産に対する割合11.3％）、建

設協力金の残高は、当事業年度末現在1,078,175千円（同2.4％）であります。当該保証金は、期間満了等による賃

貸借契約解約時に契約に従い返還されることとなっております。

これらの保証金及び建設協力金は、貸主側の経済的破綻等不足事態の発生により、その一部または全額が回収で

きなくなるリスクがあります。

・賃借物件で契約に定められた期間満了前に中途解約した場合は、契約内容に従って違約金の支払いが必要となる

リスクがあります。

当社では、新規出店後の中途解約等リスクを極力なくすべく、物件毎に商圏、競合状況、投資効果等を総合的に

勘案し、厳選した物件での出店を心掛けております。そのために、店舗開発専任人材の確保及び育成に注力してお

り、物件紹介業者や他テナントとの関係を強化し、より多くの情報を把握することや、既存店データを活用するこ

とによる高精度の売上予測判定システムの構築に取り組んでいます。出店スケジュールは無理のない日程を設定し

ており、出店の遅れ等のリスク回避に努めています。

また、差入保証金等の預託金回収については、既存店賃貸管理の効率化を推進しており、定期的に敷金額の見直

しを行ない、店舗貸主にご協力いただき敷金の一部回収等に取り組んでおります。

(ｂ)フランチャイズ（ＦＣ）展開について

当社では、“サイクルベースあさひ”ブランドの拡大と効率化を目的として、一部フランチャイズ（ＦＣ）によ

る店舗展開を行なっております。ＦＣによる店舗展開は、直営店による出店と比較し、低コストによる店舗展開が

可能となり、ブランドの浸透と当社商品の占有率の向上に貢献します。また当社はＦＣ加盟店に対してＦＣ契約に

基づき、店舗運営に係る指導を実施しております。

一方で、フランチャイジーは独立した経営主体であるため、下記のような潜在的なリスクも抱えております。

・統一的な店舗運営ノウハウ及び当社の経営方針、施策等を浸透させることが困難な場合がある。

・当社の出店政策に基づく出退店、移転等が臨機応変に実施できない場合がある。

・フランチャイジーの経営状態等により店舗運営に支障が生じる場合がある。

・ＦＣ店舗において重大なクレーム等が発生した場合、当社のブランド全体に対する信用失墜につながるおそれが

ある。

・当社若しくは、ＦＣ加盟店オーナーの要因により、ＦＣ加盟店との間にトラブル等が発生した場合、ＦＣ契約の

解消、訴訟の発生等、当社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

このため、当社の経営方針を十分にご理解、賛同いただいたうえで、財務基盤を有するFC加盟店を選定しており

ます。

　②業績の季節変動

当社の主要販売商品である自転車及び自転車関連商品は、一般的に、春から秋にかけてがレジャーアイテムとし

ての需要期であり、特に入学・入社シーズンが重なる春が最需要期となるため、上半期の売上高は下半期に比べ多

くなる傾向がある一方で、固定費部分の上半期・下半期の割合はほぼ一定であるため、営業利益の割合は上半期に

偏る傾向があります。
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このため、当社は、通学需要期には通学モデルを強化する、あるいは、レジャーが盛んになる時期にはそれぞれ

のシーンに沿った商品供給体制を整えるなどの対応を行なっております。

当社の最近２事業年度における上半期・下半期別の業績及び通期に対する比率は以下のとおりであります。

科目

前事業年度（2020年２月期） 当事業年度（2021年２月期）

上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期

金額（千円）
（％）

金額（千円）
（％）

金額（千円）
（％）

金額（千円）
（％）

金額（千円）
（％）

金額（千円）
（％）

売上高
34,047,705 25,804,980 59,852,686 39,143,931 30,312,070 69,456,001

56.9 43.1 100.0 56.4 43.6 100.0

売上総利益
17,170,664 13,121,070 30,291,734 19,911,611 15,110,095 35,021,706

56.7 43.3 100.0 56.9 43.1 100.0

営業利益
3,795,578 210,563 4,006,142 6,084,275 779,608 6,863,883

94.7 5.3 100.0 88.6 11.4 100.0

経常利益
3,910,608 337,780 4,248,388 6,223,319 1,103,307 7,326,626

92.0 8.0 100.0 84.9 15.1 100.0

(注) １. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２. 比率は通期に対する割合であります。

③プライベートブランド（ＰＢ）商品について

当社では、顧客への「多彩な商品ラインナップ」、「確かな品質で値ごろ感のある商品」の提供を目的に、ＰＢ

商品の企画・開発に注力しております。

ＰＢ商品は、当社にて企画・開発を行ない、主に海外の自転車メーカーに生産を委託しております。当期におけ

る当該生産委託品の仕入高は14,568,696千円（総仕入高に占める割合41.0％）となっており、その大半は中国にお

いて生産を行なっております。このため、現地における今後の政治・社会情勢、経済的環境によっては、生産に支

障が生じたり、生産コストが上昇したりすること等により、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性が

あります。

また、当社では、適正な売上総利益率を確保するために、仕入価格の変動に対しては販売価格を柔軟に変更する

べく努めております。しかし、仕入と販売の時期の差によって十分な価格転嫁ができない期間が生じる場合や仕入

価格が予想を上回って変動した場合には、当社の売上総利益率が影響を受ける可能性があります。

このため、当社では、パーツの性能、機能等と価格とのバランスを考慮しながら、適時にモデルチェンジを行な

い、適正な価格を維持しております。

なお、ＰＢ商品の企画・開発に当たっては、他社メーカーの特許権、商標権、意匠権等の侵害について細心の注

意を払っておりますが、これら権利を侵害したとして裁判等の紛争に至った場合においては、その処理に多額の費

用を要し、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

④為替リスクについて

当社は、中国を中心とした海外メーカーから商品を輸入しており、当事業年度の当社の輸入仕入高比率は40.3％

であります。

輸入に関しましては、海外仕入先との仕入価格改定の交渉とともに国内販売先との販売価格改定の交渉等を併せ

て行なっておりますが、為替の変動幅が予想以上に大きくなる、又は為替予約のタイミングが不適切である事など

により、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

当社では、為替変動リスクを軽減するため、適切なタイミングで為替予約取引を行なっております。

⑤売掛金の回収について

当社は、商品供給をはじめとする、法人向け等の掛売取引を行なっております。予期せぬ得意先の経営破綻が発

生した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

当社では、得意先に対する売掛金等の与信管理については、定期的に情報収集を行ない、また信販会社を利用す

るなど十分に留意しております。
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⑥固定資産の減損会計について

当社は、店舗等に係る有形固定資産及び無形固定資産などを保有しております。店舗等の収益性の低下により各

店舗等の簿価が回収できない場合、当該資産の帳簿価額にその価値の下落を反映させる手続きとして、減損処理を

行なう必要があります。この結果、当該店舗等について減損損失が計上され、当社の財政状態および経営成績に影

響を与える可能性があります。

このため、当社は、店舗形態に応じた出店基準を定め、投資回収を検討したうえで出店を行っております。

⑦人材の確保・育成について

当社は直営店方式による自転車及び関連商品の小売業を事業の柱にしており、積極的な新規出店を行なっており

ます。また、自転車は「乗り物」であり、何よりも安全性が重視されるため、店舗において組立・整備・修理等を

適切かつ確実に行なう必要があります。従って、店舗数の拡大ペースに対応した人材の確保・育成に支障をきたす

といった場合には、出店ペースの減速、顧客に対するサービスの低下等により、当社の財政状態及び経営成績に影

響を与える可能性があります。

このため、当社においては、年１回の新規卒業者だけではなく、年間を通じて補充・出店のための要員を機動的

に採用をしております。また、安全性を確保する技術的資格として、入社後２年以上経過の社員に対し、自転車技

士、自転車安全整備士など公的資格の取得を支援しており、社内においては、「マイスター制度」という社内資格

を導入し、整備、接客、ガイド（お客様参加型イベントの引率）の３分野において、一定基準を満たし、且つ社内

試験に合格すると「マイスター」の資格を得ることができ、社員の自発的なレベルアップを支援しております。ま

た、技能経験を考慮し十分な資質があると判断したアルバイトの社員登用を行なうなど、即戦力となる人材確保に

関して成果を挙げつつあります。このように技術的、能力的に高い専門性を有した社員を配置し、専門店チェーン

としての独自性と有用性により差別化を図ると共に人材の確保・育成に対応しております。

その他、社内技術講習会、展示会及びメーカー技術講習会等、さまざまな機会を積極的にとらえ、技術・商品知

識の修得をはじめとする人材の育成にも継続的に取り組んでおります。

⑧品質管理について

店舗においては、顧客より注文のあった自転車を組立・整備の上、引渡しを行ないます。当該組立・整備上の瑕

疵が原因で、販売した自転車による事故、負傷等が発生した場合、その損害の賠償又は補償を求められる可能性が

あります。

またＰＢ(プライベートブランド)及び国内販売権利取得ブランド(ルイガノ) 商品においては、当社仕様による商

品をメーカーに製造委託し、当社オリジナルブランド 及び ルイガノブランドとして販売しているため、製造物責

任法（ＰＬ法）の適用を受けます。それらの企画発注に関しては、国内・海外のいずれにおいても日本工業規格

(JIS規格)適合を最低条件とし、当社独自の品質基準を設定して、部品調達、メーカーの選定を行なっております。

製造物責任賠償につながるような製品の欠陥は、損害賠償額以外に、製品の回収、交換・補修、設計変更等のコ

スト発生や、当社の社会的評価の低下につながる恐れがあります。この結果、当社の財政状態及び経営成績に影響

を与える可能性があります。

製造物責任賠償についてはＰＬ保険に加入しております。

また、サンプル商品の仕様詳細のチェックをはじめ、完成品出荷時には仕様の最終点検及び全般にわたる品質機

能検査を義務付け、必要に応じて自ら立会検査を行なうことによって品質管理を行なっております。

⑨顧客情報の管理について

当社は、自転車を販売した顧客に対し、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関す

る法律（昭和55年11月25日法律第87号）」に基づく自転車防犯登録の勧奨や、サイクルメイト（任意で入会できる

当社会員サービス制度）への入会による盗難補償、無料点検、各種割引等のサービスを提供しております。また、

インターネットによる通信販売も行なっております。

顧客情報の管理には万全を期しておりますが、仮にシステム障害が生じた場合あるいは顧客情報が外部に流出し

た場合には、当社における直接的損害や当社に対する信用の低下等により、当社の財政状態及び経営成績に影響を

与える可能性があります。

そのため、顧客情報を内規である「個人情報保護管理規程」に基づき厳重に管理しており、インターネットによ
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る通信販売においても、外部から不正アクセスができないようにファイアウォール等のセキュリティ手段を講じて

おります。また、社内研修による人材の育成も行なっております。

⑩海外戦略について

当社は『私たちは、自転車を通じて世界の人々に貢献できる企業を目指します。その企業目的に賛同し、参画す

るすべての人々が、豊かな人生を送れることを目指します。』という経営理念の実現のため、海外事業を展開して

おります。2010年３月中国北京市に現地法人「愛三希（北京）自転車商貿有限公司」を設立し、2021年2月20日現

在、卸供給、オンラインショップを中心に販売活動を行なっております。

なお、海外事業戦略には、現地において、政治、経済、社会の変化等の予期しない事象により、事業の継続が困

難になる可能性があり、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

このため、当社では現地の政治情勢・経済情勢等を調査の上、許容されるリスク内の投資を行なっております。

　 ⑪新型コロナウイルス感染拡大の影響

2019年末、中国で初めて確認され、提出日現在各国に拡大している新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対

して、当社は、お客様、取引先及び社員の安全第一を考え、また更なる感染拡大を防ぐために、WHO並びに各国保

健行政の指針に従った感染防止策の徹底をはじめとして、感染リスクが高い国や地域への渡航・出張の原則禁止、

多くのお客様にお集まりいただくイベントの休止や制限、間接部門を中心としたテレワーク（在宅勤務）対応を実

施してまいりました。

なお、提出日現在は、自転車の主要生産国である中国の委託生産工場は通常通りに稼動しているものの、日本国

内における感染拡大が長期化し、パンデミックにあたる状況が進行すれば、国内全体の景気悪化及び経済活動の低

迷が、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

このため、当社は、ウィズコロナを前提とした、店頭での感染予防策や、テレワークなどのさまざまな業務環境

改善の取り組みを進めております。
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２．企業集団の状況

当社及び当社の関係会社は、当社及び非連結子会社（愛三希（北京）自転車商貿有限公司）の計２社で構成されて

おり、店舗において自転車及びパーツ・アクセサリー等の関連商品の販売、各種整備及び修理等の付帯サービスの提

供を行なっております。

当社は、当事業年度末現在、北海道・東北・関東・甲信越・中部・近畿・中国・四国・九州に472店舗の直営店を

運営している他、当社直営店ノウハウをもとに中部、近畿、中国及び九州に19店舗のフランチャイズ(ＦＣ)店を展開

しております。子会社は、中国北京市を拠点に、インターネット通信販売事業及び販売店への商品供給事業を運営し

ております。

インターネット通信販売では、「オンラインショップ」に加え、「PayPayモール店」と「楽天市場店」を展開して

おります。また、リユース店では、リユース・アウトレット自転車の販売・買取も行なっております。

商品については、国内外自転車メーカー等のブランド品に加え、メーカーとの共同開発による当社オリジナル品、

そして、当社が企画開発した商品を中国や台湾の海外メーカーにて生産したプライベートブランド(ＰＢ)商品を取り

扱っております。

また、海外の自転車及びパーツブランドの日本総販売代理権を所有し、国内販売店への商品卸事業を行なっており

ます。加えて、当社オリジナル品、ＰＢ商品を中心としたホームセンター(ＨＣ)等の自転車売場への商品供給事業も

行なっております。

なお、当社の事業は単一セグメントのため、セグメント別の記載を省略しております。

具体的な取扱品目は、以下のとおりであります。

品目別 主な内容

自転車
一般用自転車、スポーツサイクル、子供用自転車
電動アシスト自転車、折りたたみ自転車

パーツ・アクセサリー 自転車関連部品、用品

ロイヤリティ ＦＣ契約締結先からのロイヤリティ収入

その他
自転車の整備、修理等のサービス収入、ＦＣ店舗向けＰ
Ｂ商品売上、サイクルメイト加入料等

事業の系統図を示すと以下のとおりであります。 （2021年２月20日現在）
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

当社は『私たちは、自転車を通じて世界の人々に貢献できる企業を目指します。その企業目的に賛同し、参画す

るすべての人々が、豊かな人生を送れることを目指します。』という経営理念及び「あさひVISION2025」の実現を

目指した行動計画に基づき、以下の方針を掲げております。

①全国各地への出店を進めるとともに、地域特性を活かした品揃えや、自転車をご利用されるシーンに合わせた

ライフスタイル提案型の展示を行なうなど、お客様のニーズに合わせた店舗展開をしてまいります。

②インターネット通信販売では、「ネットで注文・お店で受取り」サービスを展開し、地域密着型である店舗と

サービスを融合させ、より身近に、より便利に自転車を提供できることを目指し、オムニチャネルの実現に取り

組んでいます。また、愛好家やスポーツユーザー向け商品を扱う「オンラインショップ」、一般ユーザー向けに

プライベートブランド（ＰＢ）商品を中心とした商品を提供する「サイクルモール」の両面展開により、未出店

地域のお客様への対応力も一層高めてまいります。

③ＰＢ商品や当社が日本総販売代理権を有する海外スポーツサイクルブランドなどを中心に国内販売店に対して

商品供給事業を行なってまいります。

④海外戦略事業では、経営理念に掲げております「世界の人々に貢献できる企業」を目指し、中国をはじめアジ

ア圏における各国への商品供給など、海外事業の積極的な展開を進めてまいります。

⑤商品戦略では、お客様のニーズをつねに汲み取り「確かな品質で値ごろ感のあるＰＢ商品」を目指し、企画・

開発に取り組んでおります。また、品質管理につきましては、工場、物流倉庫、店頭の三段階での品質検査を行

なうなど、商品のさらなる安全性の強化・向上を実現してまいります。

これらに基づき、今後も自転車専門販売店チェーンとして、世界の人々の自転車ライフの向上に努めてまいりま

す。

（２）目標とする経営指標

①年間出店数

マーケティング機能の充実を図りながら、毎期15から20店舗を目処とした新規出店のペースを維持し、お客様の

さらなる利便性の向上に努めてまいります。

　②自社開発商品構成比率

当社自社開発による「確かな品質で値ごろ感のあるＰＢ商品」の提供と共に、お客様最適の品揃えをコンセプト

に、直営店におきましてはプライベートブランド（ＰＢ）商品とナショナルブランド（ＮＢ）商品の品揃え構成比

率を各50％前後に保ってまいります。

③対売上高経常利益率

当社は自転車及び自転車関連商品販売が事業の大半を占めるため、本業の収益性が明確に表れる対売上高経常利

益率を重視しており、8％を目標に一層の効率的な運営による経常利益率の向上に努めてまいります。

（３）中長期的な会社の経営戦略

上記基本方針のもと、当社では、2021年２月21日から2026年２月20日までを対象とした中期経営計画を策定して

おり、具体的には、以下「(4) 会社の対処すべき課題」で掲げる項目を基本戦略とし、ビジネスモデルの一層の強

化と新たな収益基盤の確立に取り組んでまいります。

（４）優先的に対処すべき課題

　 当面の対処すべき課題及び具体的な取組状況等

当社では、単に商品を販売するだけでなく購入時の楽しさや自転車に乗る楽しさを総合的に提供することで、お

客様お一人おひとりのより充実した自転車ライフをサポートし、誰もが安心・安全に自転車を楽しめる環境を創り

上げてまいりたいと考えております。その基本方針を基に、中期経営計画「あさひVISION2025」を策定しました。

当面の対処すべき課題として、中期経営計画「あさひVISION2025」における4つの重点戦略「お客様との関係性強

化（CRM強化）」「既存店の活性化」「新しい店舗スタイルの開発」「事業領域の拡大」を着実に推進するため、そ

の前提となる「デジタル・IT」「物流」「ブランディング」の3つの成長基盤の強化を推進してまいります。

・「デジタル・IT基盤の強化」
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デジタル・ＩＴを活用し、お客様お一人おひとりに合わせたきめ細やかなサービス提案を実現してまいります。

クーポンの配布やイベント情報、定期点検のご案内など最適な情報発信を行ない、お客様と良好な関係を長期的に

継続してまいります。

・「物流機能の強化＆最適化」

事業の規模拡大や自社「オンラインショップ」におけるお客様サービス品質を強化していくため、各地域の物流

拠点の規模や仕組みの見直しを行ない、効率化により納期の早期化を図りお客様の利便性向上を目指してまいりま

す。

・「ブランディング強化」

ブランド再活性化をテーマに掲げ、「商品」「店舗」「広告」などの目に見える部分だけでなく、意識や行動と

いった目に見えない部分においても企業理念や経営ビジョンを反映した統一感（ブランドアイデンティティ）を演

出することでブランド価値を高め、さらなる認知度の向上を図ってまいります。

（５）その他、会社の経営上重要な事項

　 該当事項はありません。

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は連結財務諸表を作成していないため、国際会計基準に基づく財務諸表を作成するための体制整備の負担等

を考慮し、日本基準に基づき財務諸表を作成しております。
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５．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年２月20日)

当事業年度
(2021年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,946,764 7,589,310

売掛金 2,482,371 3,170,301

商品 10,905,782 11,910,317

未着商品 480,311 730,947

貯蔵品 91,022 75,234

未収入金 206,074 311,267

前払費用 365,956 374,283

為替予約 151,099 217,856

その他 153,613 287,265

貸倒引当金 △960 △960

流動資産合計 17,782,034 24,665,824

固定資産

有形固定資産

建物 17,748,201 18,658,496

減価償却累計額 ※1 △9,520,535 ※1 △10,474,671

建物（純額） 8,227,665 8,183,825

構築物 834,483 917,510

減価償却累計額 ※1 △474,605 ※1 △538,809

構築物（純額） 359,878 378,701

機械及び装置 133,534 134,534

減価償却累計額 △103,621 △112,135

機械及び装置（純額） 29,912 22,399

車両運搬具 25,681 31,118

減価償却累計額 △23,657 △25,244

車両運搬具（純額） 2,023 5,873

工具、器具及び備品 1,338,200 1,519,880

減価償却累計額 ※1 △982,390 ※1 △1,114,731

工具、器具及び備品（純額） 355,810 405,149

土地 3,089,742 3,089,742

建設仮勘定 56,754 196,596

有形固定資産合計 12,121,788 12,282,288

無形固定資産

ソフトウエア 381,933 357,050

その他 31,066 113,967

無形固定資産合計 412,999 471,018
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年２月20日)

当事業年度
(2021年２月20日)

投資その他の資産

出資金 10 10

関係会社出資金 91,083 91,083

従業員に対する長期貸付金 2,102 1,131

長期未収入金 6,685 5,725

長期前払費用 554,003 511,917

差入保証金 4,918,357 5,105,842

建設協力金 1,204,698 1,078,175

繰延税金資産 752,686 977,393

投資不動産 212,965 212,965

減価償却累計額 △120,979 △128,397

投資不動産（純額） 91,985 84,567

その他 18,176 18,036

貸倒引当金 △6,685 △5,725

投資その他の資産合計 7,633,102 7,868,157

固定資産合計 20,167,890 20,621,464

資産合計 37,949,925 45,287,289

負債の部

流動負債

買掛金 3,632,348 4,351,718

1年内返済予定の長期借入金 187,500 ―

未払金 683,667 1,073,715

未払費用 1,402,061 1,554,370

未払法人税等 914,626 2,023,685

未払消費税等 322,629 949,707

前受金 403,903 478,700

預り金 122,415 148,313

前受収益 3,661 3,708

賞与引当金 810,455 878,451

株主優待引当金 117,452 152,730

商品保証引当金 73,166 66,786

その他 1,809 1,501

流動負債合計 8,675,694 11,683,388

固定負債

株式報酬引当金 124,000 148,000

商品保証引当金 23,437 19,801

資産除去債務 576,166 608,213

その他 330,404 331,158

固定負債合計 1,054,008 1,107,173

負債合計 9,729,703 12,790,562
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年２月20日)

当事業年度
(2021年２月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,061,356 2,061,356

資本剰余金

資本準備金 2,165,171 2,165,171

資本剰余金合計 2,165,171 2,165,171

利益剰余金

利益準備金 18,688 18,688

その他利益剰余金

特別償却準備金 517,418 331,777

別途積立金 20,090,000 22,090,000

繰越利益剰余金 3,495,395 5,926,536

利益剰余金合計 24,121,502 28,367,001

自己株式 △230,703 △230,764

株主資本合計 28,117,326 32,362,765

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 102,895 133,961

評価・換算差額等合計 102,895 133,961

純資産合計 28,220,222 32,496,726

負債純資産合計 37,949,925 45,287,289
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年２月21日
　至 2020年２月20日)

当事業年度
(自 2020年２月21日
　至 2021年２月20日)

売上高 59,852,686 69,456,001

売上原価

商品期首たな卸高 10,244,525 10,905,782

当期商品仕入高 30,394,766 35,556,322

商品保証引当金繰入額 96,603 86,587

合計 40,735,895 46,548,691

他勘定振替高 ※1 269,161 ※1 204,079

商品期末たな卸高 ※2 10,905,782 ※2 11,910,317

売上原価合計 29,560,951 34,434,294

売上総利益 30,291,734 35,021,706

販売費及び一般管理費 ※3 26,285,592 ※3 28,157,822

営業利益 4,006,142 6,863,883

営業外収益

受取利息 51,760 49,294

為替差益 7,078 ―

受取家賃 96,413 108,066

受取補償金 72,942 300,260

その他 111,367 122,374

営業外収益合計 339,562 579,995

営業外費用

支払利息 529 214

為替差損 ― 13,026

不動産賃貸原価 79,037 88,206

その他 17,748 15,806

営業外費用合計 97,315 117,253

経常利益 4,248,388 7,326,626

特別損失

固定資産除売却損 9,981 14,345

減損損失 ※4 291,844 ※4 255,794

特別損失合計 301,826 270,139

税引前当期純利益 3,946,562 7,056,486

法人税、住民税及び事業税 1,564,901 2,577,000

法人税等調整額 △177,419 △238,340

法人税等合計 1,387,481 2,338,659

当期純利益 2,559,081 4,717,827
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2019年２月21日 至 2020年２月20日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計特別償却準備

金
別途積立金

繰越利益剰余

金

当期首残高 2,061,356 2,165,171 2,165,171 18,688 703,453 18,090,000 3,222,607 22,034,749

当期変動額

剰余金の配当 △472,328 △472,328

特別償却準備金の取

崩
△186,034 186,034 ―

当期純利益 2,559,081 2,559,081

別途積立金の積立 2,000,000 △2,000,000 ―

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― △186,034 2,000,000 272,787 2,086,753

当期末残高 2,061,356 2,165,171 2,165,171 18,688 517,418 20,090,000 3,495,395 24,121,502

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

繰延ヘッジ損

益

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △120,387 26,140,889 △6,176 △6,176 26,134,713

当期変動額

剰余金の配当 △472,328 △472,328

特別償却準備金の取

崩
― ―

当期純利益 2,559,081 2,559,081

別途積立金の積立 ― ―

自己株式の取得 △110,316 △110,316 △110,316

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

109,072 109,072 109,072

当期変動額合計 △110,316 1,976,436 109,072 109,072 2,085,509

当期末残高 △230,703 28,117,326 102,895 102,895 28,220,222
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当事業年度(自 2020年２月21日 至 2021年２月20日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金合

計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合

計特別償却準備

金
別途積立金

繰越利益剰余

金

当期首残高 2,061,356 2,165,171 2,165,171 18,688 517,418 20,090,000 3,495,395 24,121,502

当期変動額

剰余金の配当 △472,328 △472,328

特別償却準備金の取

崩
△185,641 185,641 ―

当期純利益 4,717,827 4,717,827

別途積立金の積立 2,000,000 △2,000,000 ―

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ― △185,641 2,000,000 2,431,141 4,245,499

当期末残高 2,061,356 2,165,171 2,165,171 18,688 331,777 22,090,000 5,926,536 28,367,001

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

繰延ヘッジ損

益

評価・換算差

額等合計

当期首残高 △230,703 28,117,326 102,895 102,895 28,220,222

当期変動額

剰余金の配当 △472,328 △472,328

特別償却準備金の取

崩
― ―

当期純利益 4,717,827 4,717,827

別途積立金の積立 ― ―

自己株式の取得 △60 △60 △60

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

31,066 31,066 31,066

当期変動額合計 △60 4,245,438 31,066 31,066 4,276,504

当期末残高 △230,764 32,362,765 133,961 133,961 32,496,726
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年２月21日
　至 2020年２月20日)

当事業年度
(自 2020年２月21日
　至 2021年２月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 3,946,562 7,056,486

減価償却費 1,266,506 1,260,487

減損損失 291,844 255,794

長期前払費用償却額 17,162 17,225

建設協力金の家賃相殺額 323,308 326,570

貸倒引当金の増減額（△は減少） △960 △960

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,912 67,996

株主優待引当金の増減額（△は減少） 20,397 35,278

商品保証引当金の増減額（△は減少） △10,078 △10,016

株式報酬引当金の増減額(△は減少) 20,000 24,000

受取利息及び受取配当金 △51,760 △49,294

支払利息 529 214

受取補償金 △72,942 △300,260

固定資産除売却損益（△は益） 9,981 14,345

売上債権の増減額（△は増加） △640,881 △687,930

たな卸資産の増減額（△は増加） △374,567 △1,239,384

未収入金の増減額（△は増加） 12,855 △86,391

仕入債務の増減額（△は減少） 927,114 719,370

未払消費税等の増減額（△は減少） △223,721 627,077

未払金の増減額（△は減少） 59,256 233,072

未払費用の増減額（△は減少） 72,899 152,322

その他 △13,748 108,726

小計 5,602,673 8,524,732

利息及び配当金の受取額 88 83

利息の支払額 △483 △227

補償金の受取額 60,698 281,458

法人税等の支払額 △1,709,386 △1,510,778

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,953,591 7,295,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,127,684 △1,348,513

無形固定資産の取得による支出 △116,523 △202,999

貸付けによる支出 △3,446 △1,070

貸付金の回収による収入 2,088 2,799

長期前払費用の取得による支出 △8,500 △12,500

資産除去債務の履行による支出 △862 △3,300

差入保証金の差入による支出 △406,827 △346,419

差入保証金の回収による収入 87,495 41,381

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,574,261 △1,870,621

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） △1,500,000 ―

長期借入金の返済による支出 △250,000 △187,500

自己株式の取得による支出 △110,316 △60

配当金の支払額 △472,021 △472,636

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,332,337 △660,196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46,992 4,764,449

現金及び現金同等物の期首残高 2,886,408 2,933,400

現金及び現金同等物の期末残高 2,933,400 7,697,850
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（５）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。

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社出資金

時価のないもの

　 移動平均法による原価法

　２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法時価法

　 時価法

　３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 未着商品

個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(3) 貯蔵品

総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

　４．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物（建物附属設備は除く）

a)1998年３月31日以前に取得したもの

定率法によっております。

b)1998年４月１日以降に取得したもの

定額法によっております。

c)事業用定期借地権が設定されている借地上の建物

借地契約期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、1998年３月31日以前に取得したものはありません。

　建物以外

定率法によっております。

ただし2016年４月１日以降に取得した建物附属設備、構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 8～50年

工具、器具及び備品 2～20年

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただしソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっており

ます。

(3) 投資不動産

建物（建物附属設備は除く）

定額法によっております。

建物以外

定率法によっております。

ただし2016年４月１日以降に取得した建物附属設備、構築物については、定額法によっております。
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なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 10～20年

　 ５．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

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

(3) 株主優待引当金

将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるため、株主優待券の利用実績率に基づいて、翌事業年度以

降に発生すると見込まれる額を計上しております。

(4) 株式報酬引当金

取締役に対する株式報酬に充てるため、当事業年度における業績指標及び役位に応じて付与されたポイント数

に基づき将来支給する役員報酬見積額を計上しております。

(5）商品保証引当金

商品の保証サービスに係る将来発生すると見込まれる費用の支出に備えるため、過去の実績率に基づき発生見

込額を計上しております。

　６．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ対象…外貨建金銭債務及び外貨建予定取引

(3) ヘッジ方針

外貨建金銭債務及び外貨建予定取引の為替リスクの低減を目的とし当該取引を行なうにあたっては、当社の内

部規程である「金融派生商品取引管理規程」に基づいております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象が同一通貨、同一金額であることなどから、為替相場の変動によるキャッシュ・フロ

ー変動を完全に相殺するものと想定されるため、有効性の評価を省略しております。

　７．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。

　８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(表示方法の変更)

(損益計算書)

　前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」は、重要性が乏しくなったため、

当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「受取保険金」56,877千円、「その

他」54,490千円は、「その他」111,367千円として組み替えております。
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(貸借対照表関係)

※１ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

※２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これら契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

前事業年度
(2020年２月20日)

当事業年度
(2021年２月20日)

当座貸越極度額の総額 6,500,000千円 6,500,000千円

借入実行残高 ― ―

差引額 6,500,000千円 6,500,000千円

(損益計算書関係)

※１ 他勘定振替高は、自家消費に係るものであります。

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、 次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれておりま

す。

前事業年度
(自 2019年２月21日
至 2020年２月20日)

当事業年度
(自 2020年２月21日
至 2021年２月20日)

2,377千円 △5,406千円

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度81％、当事業年度79％、一般管理費に属する費用のおおよ

その割合は前事業年度19％、当事業年度21％であります。

販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前事業年度
(自 2019年２月21日
至 2020年２月20日)

当事業年度
(自 2020年２月21日
至 2021年２月20日)

運送保管料 1,483,693千円 1,733,060千円

広告宣伝費 647,264千円 615,955千円

給料手当 9,154,365千円 9,840,527千円

法定福利費 1,519,384千円 1,607,349千円

賞与引当金繰入額 810,455千円 878,451千円

福利厚生費 184,517千円 190,928千円

退職給付費用 82,135千円 85,335千円

株式報酬引当金繰入額 20,000千円 24,000千円

減価償却費 1,260,844千円 1,253,069千円

地代家賃 5,113,072千円 5,269,222千円

株主優待引当金繰入額 117,452千円 126,449千円

計 20,393,185千円 21,624,349千円

※４ 減損損失

前事業年度(自 2019年２月21日 至 2020年２月20日)

　当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用 途 場 所 種 類 金額(千円)

営業店舗 大阪府他
建物、構築物、
工具、器具及び備品、
長期前払費用

254,584

賃貸不動産 京都府 投資不動産 37,259

　 合計 291,844

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗及び賃貸不動産を基本単位として資産のグルー

ピングを行なっております。その結果、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループ及び

退店等の意思決定を行なった店舗並びに賃貸不動産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少
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額を減損損失(291,844千円)として特別損失に計上しております。減損損失の内訳は次のとおりであります。

　 建物 231,921千円

　 構築物 11,766千円

工具、器具及び備品 10,129千円

投資不動産 37,259千円

　 長期前払費用 766千円

　 減損損失 合計 291,844千円

なお、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、営業店舗については、将来キャッシ

ュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるものは回収可能価額を零として評価し、それ以外については将

来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクを当該見積りに反映させており、将来キャッシュ・フロー

を0.03％～0.09％で割引いて算定しております。賃貸不動産については、将来キャッシュ・フローが見積値か

ら乖離するリスクを割引率に反映させており、将来キャッシュ・フローを4.03％で割引いて算定しておりま

す。

当事業年度(自 2020年２月21日 至 2021年２月20日)

　当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用 途 場 所 種 類 金額(千円)

営業店舗 大阪府他
建物、構築物、
工具、器具及び備品、
長期前払費用

255,794

　 合計 255,794

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として店舗及び賃貸不動産を基本単位として資産のグルー

ピングを行なっております。その結果、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループ及び

退店等の意思決定を行なった店舗について、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

(255,794千円)として特別損失に計上しております。減損損失の内訳は次のとおりであります。

　 建物 231,040千円

　 構築物 11,222千円

工具、器具及び備品 9,477千円

　 長期前払費用 4,053千円

　 減損損失 合計 255,794千円

なお、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、営業店舗については、将来キャッシ

ュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるものは回収可能価額を零として評価し、それ以外については将

来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクを割引率に反映させており、将来キャッシュ・フローを

4.24％で割引いて算定しております。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 2019年２月21日 至 2020年２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

当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末

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（株） 26,240,800 ― ― 26,240,800

自己株式

　 普通株式（株） 82,750 79,190 ― 161,940

(注) １．自己株式の増加79,190株は、役員報酬BIP信託による当社株式の取得による増加です。

　 ２．自己株式数には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式が(当事業年度期首82,400株、当事業年度末161,590

株)を含めております。
　

２. 新株予約権等に関する事項

　 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

2019年５月18日
定時株主総会

普通株式 472,328 18 2019年２月20日 2019年５月20日
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(注) １．「配当金の総額」には、この配当金の基準日である2019年２月20日現在で役員報酬BIP信託が所有する当

社株式82,400株に対する配当金1,483千円が含まれております。

２．１株当たり配当額には創業70周年記念配当２円が含まれております。

(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(予定) 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

2020年５月16日
定時株主総会

普通株式
利益
剰余金

472,328 18 2020年２月20日 2020年５月18日

(注)「配当金の総額」には、この配当金の基準日である2020年２月20日現在で役員報酬BIP信託が所有する当社株

式161,590株に対する配当金2,908千円が含まれております。

当事業年度（自 2020年２月21日 至 2021年２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

当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末

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（株） 26,240,800 ― ― 26,240,800

自己株式

　 普通株式（株） 161,940 36 ― 161,976

(注) １．自己株式の増加36株は、単元未満株式の買取による増加です。

　 ２．自己株式数には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式が(当事業年度期首161,590株、当事業年度末

161,590株)を含めております。
　

２. 新株予約権等に関する事項

　 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

2020年５月16日
定時株主総会

普通株式 472,328 18 2020年２月20日 2020年５月18日

(注) 「配当金の総額」には、この配当金の基準日である2020年２月20日現在で役員報酬BIP信託が所有する当社株

式161,590株に対する配当金2,908千円が含まれております。

(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(予定) 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

2021年５月15日
定時株主総会

普通株式
利益
剰余金

734,731 28 2021年２月20日 2021年５月17日

(注)「配当金の総額」には、この配当金の基準日である2021年２月20日現在で役員報酬BIP信託が所有する当社株

式161,590株に対する配当金4,524千円が含まれております。

(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貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2019年２月21日
至 2020年２月20日)

当事業年度
(自 2020年２月21日
至 2021年２月20日)

現金及び預金 2,946,764千円 7,589,310千円

株式報酬信託別段預金 △14,785千円 △14,925千円

その他(預け金) 1,421千円 123,465千円

現金及び現金同等物 2,933,400千円 7,697,850千円
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(金融商品関係)

　１．金融商品の状況に関する事項

　(1) 金融商品に対する取組方針

当社の金融商品に対する取り組みは、資金運用は短期的な預金等に限定し、資金調達については、銀行借入等

による方針であります。

デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行なわない方針であり

ます。

　(2) 金融商品の内容及びリスク

営業債権である売掛金は、クレジットカード売上に関してクレジットカード会社、商品供給売上に関して取引

先の信用リスクに晒されております。

　 差入保証金及び建設協力金は、店舗の賃貸借契約によるものであり、貸主の信用リスクに晒されております。

長期借入金は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は、決算日後、最長１年で固

定金利であります。

営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等は、そのほとんどが１年以内の支払期日であり、そ

の決済時において、流動性リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、外貨建取引に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であり、

為替変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、「債権管理規程」に従い、売掛金、差入保証金、建設協力金について、担当部署が主要な取引

先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手先ごとに期日及び残高の管理を行なうとともに、財務状況

等の悪化等による回収遅延のおそれのあるときは、担当部署が速やかに適切に処理を行なっております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

デリバティブ取引の実行及び管理については「金融派生商品取引管理規程」に従い、決裁担当者の承認

を得て行なっております。

また取締役会に対して、定期的な運用状況の報告がなされております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき、経理部が毎月資金繰計画を作成・更新し、手許流動性を維持する

ことなどにより、流動性リスクを管理しております。

　 (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価格が変動することもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自

体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

２．金融商品の時価等に関する事項

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、次表に含めておりません((注)２.を参照くださ

い)。
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前事業年度（2020年２月20日）

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 2,946,764 2,946,764 ―

(2)売掛金 2,482,371 2,482,371 ―

(3)差入保証金 1,732,367 1,876,239 143,872

(4)建設協力金 1,204,698 1,333,683 128,985

資産計 8,366,201 8,639,059 272,857

(1)買掛金 3,632,348 3,632,348 ―

(2)長期借入金(※１) 187,500 187,499 △0

(3)未払金 683,667 683,667 ―

(4)未払費用 1,402,061 1,402,061 ―

(5)未払法人税等 914,626 914,626 ―

負債計 6,820,203 6,820,203 △0

デリバティブ取引(※２)

①ヘッジ会計が適用されていな

いもの 3,048 3,048 ―

②ヘッジ会計が適用されている

もの 148,051 148,051 ―

※１ １年以内に返済予定の長期借入金であります。
※２ 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ます。

当事業年度（2021年２月20日）

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 7,589,310 7,589,310 ―

(2)売掛金 3,170,301 3,170,301 ―

(3)差入保証金 1,837,198 1,981,154 143,955

(4)建設協力金 1,078,175 1,192,741 114,565

資産計 13,674,985 13,933,507 258,521

(1)買掛金 4,351,718 4,351,718 ―

(2)長期借入金 ― ― ―

(3)未払金 1,073,715 1,073,715 ―

(4)未払費用 1,554,370 1,554,370 ―

(5)未払法人税等 2,023,685 2,023,685

負債計 9,003,490 9,003,490 ―

デリバティブ取引(※)

①ヘッジ会計が適用されていな

いもの 25,105 25,105 ―

②ヘッジ会計が適用されている

もの 192,750 192,750 ―

※ 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

資産

(1) 現金及び預金、(2)売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(3) 差入保証金、(4)建設協力金

これらの時価は、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回りで割り引いた現在価値によっ

ております。

なお、これらのうち、契約によりキャッシュ・フローが確定している差入保証金に含まれている差入預託保

証金(返済期限の定めのあるもの)及び建設協力金以外については、下記(注)２.のとおり、時価を算定するこ

とが極めて困難であるため、時価が確定できる差入預託保証金(返済期限の定めのあるもの)、建設協力金につ
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いてのみ帳簿価額及び時価を記載しております。

負債

(1)買掛金、(3)未払金、(4)未払費用、(5)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(2)長期借入金

時価は、元利金の合計金額を、新規に同様の借入を行なった場合に想定される利率で割り引いた現在価値に

より算定しております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

　

(注)２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分 2020年２月20日 2021年２月20日

差入保証金 3,185,989 3,268,644

(注)１．の(3)の差入預託保証金(返済期限の定めのあるもの)を除き、市場価格もなくまた賃貸借契約における

退去までの期間を算定することは困難であることから、キャッシュ・フローを合理的に見積ることができず、時

価を算定することが極めて困難である為、時価開示の対象としておりません。

　

(注)３．金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(2020年２月20日)

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 2,946,764 ― ― ―

売掛金 2,482,371 ― ― ―

差入保証金 105,814 425,640 483,832 717,080

建設協力金 126,522 423,316 469,565 185,294

合計 5,661,472 848,956 953,397 902,374

当事業年度(2021年２月20日)

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 7,589,310 ― ― ―

売掛金 3,170,301 ― ― ―

差入保証金 119,591 473,305 536,409 707,891

建設協力金 117,093 401,801 445,602 113,677

合計 10,996,297 875,107 982,012 821,568
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(有価証券関係)

１．関係会社出資金

前事業年度(自 2019年２月21日 至 2020年２月20日)

関係会社出資金(貸借対照表計上額91,083千円)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、記載しておりません。

　 当事業年度(自 2020年２月21日 至 2021年２月20日)

関係会社出資金(貸借対照表計上額91,083千円)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、記載しておりません。

２．減損処理を行った有価証券

前事業年度(自 2019年２月21日 至 2020年２月20日)

該当事項はありません。

　 当事業年度(自 2020年２月21日 至 2021年２月20日)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(2020年２月20日現在)

１．ヘッジ会計が適用されていないもの

通貨関連

区分
デリバティブ

取引の種類

契約額等

（千円）

契約額等のうち

１年超（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
　人民元

　 161,435 ―
(注)
1,087

(注)
1,087

市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
　米ドル

66,320 ―
(注)
1,960

(注)
1,960

(注) 時価の算出方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

　２．ヘッジ会計が適用されているもの

通貨関連

ヘッジ会計の方法
デリバティブ

取引の種類
主なヘッジ対象

契約額等

（千円）

契約額等のうち

１年超（千円）

時価

（千円）

原則的処理方法
為替予約取引
買建
　人民元

外貨建予定取引 5,147,584 ―
(注)

118,897

原則的処理方法
為替予約取引
買建
　米ドル

外貨建予定取引 1,084,212 ―
(注)

29,154

(注) 時価の算出方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

当事業年度(2021年２月20日現在)

１．ヘッジ会計が適用されていないもの

通貨関連

区分
デリバティブ

取引の種類

契約額等

（千円）

契約額等のうち

１年超（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
　人民元

314,624 ―
(注)

24,657
(注)

24,657

市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
　米ドル

106,436 ―
(注)
448

(注)
448

(注) 時価の算出方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
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　２．ヘッジ会計が適用されているもの

通貨関連

ヘッジ会計の方法
デリバティブ

取引の種類
主なヘッジ対象

契約額等

（千円）

契約額等のうち

１年超（千円）

時価

（千円）

原則的処理方法
為替予約取引
買建
　人民元

外貨建予定取引 4,349,467 ―
(注)

188,036

原則的処理方法
為替予約取引
買建
　米ドル

外貨建予定取引 732,790 ―
(注)
4,714

(注) 時価の算出方法は取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型の制度として、大阪商工会議所の特定退職金共済制度に加盟しております。

２．退職給付費用に関する事項

前事業年度

(自 2019年２月21日
至 2020年２月20日)

当事業年度

(自 2020年２月21日
至 2021年２月20日)

特定退職金共済制度への拠出額 82,135千円 85,335千円

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(2020年２月20日)

当事業年度
(2021年２月20日)

　繰延税金資産

　 賞与引当金 247,188千円 267,927千円

　 未払事業税 68,281千円 118,464千円

　 未払社会保険料 69,167千円 78,454千円

　 減価償却超過額 378,662千円 429,590千円

　 未払役員退職慰労金 27,742千円 27,742千円

　 株式報酬引当金 37,795千円 45,110千円

　 株主優待引当金 35,822千円 46,582千円

　 商品保証引当金 29,459千円 26,405千円

　 差入保証金 65,933千円 60,898千円

　 建設協力金 45,959千円 38,732千円

　 資産除去債務 175,615千円 185,383千円

　 貸倒引当金 2,330千円 2,037千円

　 たな卸資産評価減 39,967千円 38,320千円

　 その他 48,085千円 49,968千円

　繰延税金資産合計 1,272,012千円 1,415,620千円

　繰延税金負債

　 長期前払費用 154,344千円 144,191千円

　 資産除去債務に伴う除去費用 93,828千円 90,332千円

特別償却準備金 225,997千円 144,913千円

　 繰延ヘッジ損益 45,155千円 58,789千円

　繰延税金負債合計 519,326千円 438,226千円

　繰延税金資産純額 752,686千円 977,393千円
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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な項目別の内訳

前事業年度
(2020年２月20日)

当事業年度
(2021年２月20日)

法定実効税率 30.5％ 30.5％

(調整)

住民税均等割 4.3％ 2.5％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％ 0.2％

その他 0.0％ △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.2％ 33.1％

(資産除去債務関係)

１．資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(１) 当該資産除去債務の概要

店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

　

(２) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該契約の契約期間と見積り、割引率は契約期間に応じた国債の利回りを使用して資産除

去債務の金額を算定しております。

　

(３) 当該資産除去債務の総額の増減

前事業年度

(自 2019年２月21日

至 2020年２月20日)

当事業年度

(自 2020年２月21日

至 2021年２月20日)

期首残高 535,812千円 576,166千円

不動産賃貸借契約に伴う増加額 37,224千円 29,185千円

時の経過による調整額 7,378千円 7,570千円

資産除去債務の履行による減少額 △4,248千円 △4,708千円

事業年度末残高 576,166千円 608,213千円

２．貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

当社は事業用定期借地契約等に係るもの以外の不動産賃貸借契約に基づき、一部の店舗の退去時における原

状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来退去する

予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることが出来ません。そのため、当該債務に見合う資産除

去債務を計上しておりません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自 2019年２月21日 至 2020年２月20日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％超であるため、記載を省略してお

ります。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が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) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。
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３．主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度(自 2020年２月21日 至 2021年２月20日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％超であるため、記載を省略してお

ります。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が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) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％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】

前事業年度(自 2019年２月21日 至 2020年２月20日)

当社の事業は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度(自 2020年２月21日 至 2021年２月20日)

当社の事業は、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】

該当事項はありません。

【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。

(持分法損益等)

当社は関連会社がありませんので、該当事項はありません。

(関連当事者情報)

１．関連当事者との取引

　(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

該当事項はありません。

　(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

取引金額に重要性がないため記載を省略しております。

　(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

該当事項はありません。

　(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

　 該当事項はありません。

　



株式会社あさひ(3333) 2021年２月期決算短信[日本基準]非連結

31

　２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　(1) 親会社情報

該当事項はありません。

　(2) 重要な関連会社の要約財務情報

　 該当事項はありません。

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2019年２月21日
至 2020年２月20日)

当事業年度
(自 2020年２月21日
至 2021年２月20日)

１株当たり純資産額 1,082.11円 1,246.10円

１株当たり当期純利益 98.09円 180.91円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１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。

前事業年度
(自 2019年２月21日
至 2020年２月20日)

当事業年度
(自 2020年２月21日
至 2021年２月20日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 2,559,081 4,717,827

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 2,559,081 4,717,827

期中平均株式数(株) 26,088,244 26,078,857

３．役員報酬BIP信託が所有する当社株式を「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式数から控除する

自己株式に含めております(前事業年度161,590株、当事業年度161,590株)。

また、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めており

ます(前事業年度152,206株、当事業年度161,590株)。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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６．その他

（１）仕入実績

当事業年度の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

当事業年度

(自 2020年２月21日

至 2021年２月20日)

金額(千円) 前年同期比(％)

自転車 29,852,509 117.1

パーツ・アクセサリー 5,002,409 117.0

その他 701,403 112.4

合計 35,556,322 117.0

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）販売実績

当事業年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

当事業年度

(自 2020年２月21日

至 2021年２月20日)

金額(千円) 前年同期比(％)

自転車 49,858,027 117.0

パーツ・アクセサリー 11,792,227 108.5

ロイヤリティ 157,496 99.7

その他 7,648,250 122.9

合計 69,456,001 116.0

(注) １. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　 ２. 総販売実績に対する販売割合で10％以上の相手先はありません。
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（３）監査等委員会設置会社への移行について

当社は、2021年５月15日開催予定の第46回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行す

　 る予定であります。詳細は、2021年２月15日に公表いたしました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知ら

せ」をご覧ください。

（４）役員の異動

　 ① 代表者の異動

　該当事項はありません。

　② その他の役員の異動（2021年５月15日付予定）

　 ・新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補

　 取締役 望月 基 （現 ブリヂストンスポーツ株式会社非常勤相談役）

　 取締役 森 茂 （現 当社経理部次長）

　 ・新任監査等委員である取締役候補

　 社外取締役 西村 孝一 （現 当社常勤監査役）

　 社外取締役 神田 孝 （現 当社社外監査役）

　 社外取締役 鈴木 敦子 （現 当社社外取締役）

　 ・退任予定取締役

　 取締役 林 伸之

　 取締役 松下 徹

　 取締役 古賀 俊勝

　 取締役 大森 貴志

　 社外取締役 伊部 己代二

　 社外取締役 稻田 增光

　 ・退任予定監査役

　 社外監査役 北山 顕一

　


