
　
　
　

　第37期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

　
　
　
　
　

　

　

連結注記表
個別注記表

（2017年３月１日から2018年２月28日まで）

　

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社

上記事項につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、当社のウェブサイト
（http://www.fu-hd.com/）に掲載することにより、株主の皆様に提供しております。
なお、上記事項は、監査役及び会計監査人が監査報告を作成する際に行った監査の対象に含ま
れております。
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【連結注記表】
（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）
1． 連結計算書類の作成基準
　当社グループの連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準に準拠して作
成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、国際会計基準で求められる開示項目の一
部を省略しております。
2． 連結の範囲に関する事項

子会社の数 38社
主要な子会社の名称 ㈱ファミリーマート、ユニー㈱、全家便利商店股份有限公司、㈱ファ

ミマ・リテール・サービス、㈱UFI FUTECH、㈱ＵＣＳ、カネ美食品
㈱、㈱サン総合メンテナンス、UNY(HK)CO.,LIMITED
　当連結会計年度において、関連会社であったカネ美食品株式会社の
株式を追加取得したため、子会社としております。
　上記以外に、会社新設等により子会社２社を連結の範囲に含めてお
ります。
　また、会社の清算等により子会社７社を連結の範囲より除外してお
ります。

3． 持分法の適用に関する事項
関連会社及び共同支配企業の数 27社
主要な関連会社及び共同支
配企業の名称

㈱沖縄ファミリーマート、㈱南九州ファミリーマート、Central
FamilyMart Co.,Ltd.、上海福満家便利有限公司、広州市福満家連鎖便
利店有限公司、蘇州福満家便利店有限公司、ポケットカード㈱
　当連結会計年度において、関連会社であったカネ美食品株式会社の
株式を追加取得し、子会社としたため、持分法適用の範囲より除外し
ております。
　また、上記以外に関連会社１社を売却したため、持分法適用の範囲
より除外しております。
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4． 会計方針に関する事項
（1）連結の基礎
① 子会社

子会社とは、当社により直接又は間接に支配されている企業をいいます。当社により直接又は間接に
支配されているかどうかの判断にあたっては、その企業の業績の結果によって変動するリターンへのエ
クスポージャー又は権利を有し、かつ、当該企業に対するパワーにより当該リターンに影響を及ぼす能
力を有しているかどうかを、議決権の保有状況のほか、実質的に行使可能な潜在的議決権の存在、ある
いは取締役の過半が当社及び子会社より派遣されている役員及び従業員で占められているか等、支配の
可能性を示す諸要素を総合的に勘案して決定しております。
　子会社の財務諸表は、当社グループが支配を獲得した日から支配を喪失する日まで、連結の対象に含
めております。
子会社が適用する会計方針が当社グループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該
子会社の財務諸表に調整を加えております。当社グループ間の債権債務残高及び内部取引高、並びに当
社グループ間の取引から発生した未実現損益は、連結計算書類の作成に際して消去しております。
子会社持分を一部処分した際、支配が継続する場合には、資本取引として会計処理しております。非
支配持分の調整額と対価の公正価値との差額は、親会社の所有者に帰属する持分として資本に直接認識
されております。
支配を喪失した場合には、支配の喪失から生じた利得又は損失は純損益で認識しております。

② 関連会社
関連会社とは、当社グループが重要な影響力を有している企業をいいます。重要な影響力を有してい
るかどうかの判定にあたっては、議決権の保有状況のほか、実質的に行使可能な潜在的議決権の存在、
あるいは全取締役のうち当社及び子会社より派遣されている役員及び従業員が占める割合等の諸要素を
総合的に勘案して決定しております。
関連会社への投資は、取得時には取得原価で認識され、以後は持分法によって会計処理しております。
関連会社に対する投資には、取得に際して認識されたのれん（減損損失累計額控除後）が含まれており
ます。
関連会社が適用する会計方針が当社グループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当
該関連会社の財務諸表に調整を加えております。

③ 共同支配の取決め
共同支配の取決めとは、複数の当事者が共同支配を有する契約上の取決めをいいます。当社グループ
はその共同支配の取決めへの関与を、当該取決めの当事者の権利及び義務に応じて、共同支配事業（取
決めに関連して当社グループが資産への権利を有し、負債への義務を負う場合）と共同支配企業（当社
グループが取決めの純資産に対する権利のみを有する場合）に分類しております。当社グループが有す
る共同支配事業については、その持分に係る資産、負債、収益及び費用を認識し、共同支配企業に対す
る投資については、持分法によって処理しております。
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（2） 企業結合
企業結合（共通支配下の取引を除く）は取得法を用いて会計処理しております。取得対価は、取得企
業が移転した資産、取得企業に発生した被取得企業の旧所有者に対する負債の純額及び取得企業が発行
した資本持分の取得日公正価値の合計額として測定されます。取得対価、被取得企業のすべての非支配
持分及び取得企業が以前に保有していた被取得企業の資本持分の取得日公正価値の総計が識別可能な資
産及び引き受けた負債を超過する場合は、その超過額を連結財政状態計算書においてのれんとして計上
しております。反対に下回る場合には、その下回る額を直ちに連結損益計算書において純損益として計
上しております。
仲介手数料、弁護士費用、デュー・デリジェンス費用等の、企業結合に関連して発生する取引コスト
は、発生した期間において費用処理しております。
企業結合の当初の会計処理が、企業結合が発生した連結会計年度末までに完了していない場合は、完
了していない項目を暫定的な金額で報告しております。取得日時点に存在していた事実と状況を、取得
日当初に把握していたとしたら認識される金額の測定に影響を与えていたと判断される期間（以下、測
定期間）に入手した場合、その情報を反映して、取得日に認識した暫定的な金額を遡及的に修正してお
ります。新たに得た情報が、資産と負債の新たな認識をもたらす場合には、追加の資産と負債を認識し
ております。測定期間は最長で１年間であります。
なお、支配獲得後の非支配持分の追加取得については、資本取引として会計処理しているため、当該
取引からのれんは認識しておりません。
被取得企業における識別可能な資産及び引き受けた負債は、以下を除いて、取得日の公正価値で認識
及び測定しております。
・IAS第12号 「法人所得税」に従って認識及び測定される繰延税金資産又は繰延税金負債

・IAS第19号 「従業員給付」に従って認識及び測定される従業員給付契約に関連する資産又は負債

・IFRS第２号 「株式に基づく報酬」に従って測定される被取得企業の株式報酬契約に関する負債

・IFRS第５号 「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って分類・測定された非流動資
産又は処分グループ

共通支配下における企業結合とは、企業結合当事企業もしくは事業のすべてが、企業結合の前後で同
一の企業により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的でない場合の企業結合であります。当社は、
すべての共通支配下における企業結合取引について、継続的に帳簿価額に基づき会計処理しております。
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（3） 外貨換算
① 外貨建取引

外貨建取引は、取引日の為替レートで当社グループの各社の機能通貨に換算しております。
期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算しております。
公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の算定日における為替レートで
機能通貨に換算しております。
貨幣性項目の換算又は決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。ただし、その
他の包括利益を通じて測定される金融資産及びキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額につい
ては、その他の包括利益として認識しております。

② 在外営業活動体の財務諸表
在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、収益及び費用については著しい変動
のない限りその期間の平均為替レートを用いて日本円に換算しております。在外営業活動体の財務諸表
の換算から生じる換算差額は、その他の包括利益として認識しております。在外営業活動体の換算差額
の累積額は、在外営業活動体が処分された期間に純損益として認識されます。

（4） 金融商品
当社グループは、IFRS第９号「金融商品」（2014年７月改訂）を早期適用しております。

① 金融資産
（ⅰ）当初認識及び測定
金融資産は、当社グループが契約の当事者となる時点で当初認識し、その時点において、純損益又は
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産、償却原価で測定される金融資産に分類して
おります。
すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定される区分に分類される場合を除き、公正価値
に、直接関連する取引コストを加算した金額で測定しております。
金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定される金融資産に分類しておりま
す。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づい
て、資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが
特定の日に生じる。
償却原価で測定される金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定される金融資産に分類しておりま
す。
公正価値で測定される資本性金融商品については、純損益を通じて公正価値で測定しなければならな
い売買目的で保有される資本性金融商品を除き、個々の資本性金融商品ごとに、純損益を通じて公正価
値で測定するか、その他の包括利益を通じて公正価値で測定するかを指定し、当該指定を継続的に適用
しております。
公正価値で測定される負債性金融商品については、以下の要件を満たす場合にその他の包括利益を通
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じて公正価値で測定される金融資産に分類し、満たさない場合は純損益を通じて公正価値で測定される
金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業モデルに基づいて保
有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが
所定の日に生じる。

（ⅱ）事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。
(a) 償却原価により測定される金融資産
償却原価により測定される金融資産については、実効金利法による償却原価により測定しておりま
す。

(b) 公正価値により測定される金融資産
公正価値により測定される金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しております。
ただし、資本性金融商品のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると指定したものに
ついては、公正価値の変動額はその他の包括利益として認識しております。当該金融資産の認識の中
止を行う際には、過去に認識したその他の包括利益を利益剰余金に振り替えております。なお、当該
金融資産からの配当金については、金融収益の一部として当期の純損益として認識しております。
また、負債性金融商品のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると分類したものにつ
いては、公正価値の変動額は、減損損失（又は戻し入れ）及び為替差損益を除き、当該金融資産の認
識の中止又は分類変更が行われるまで、その他の包括利益として認識しております。当該金融資産の
認識の中止を行う際には、過去に認識したその他の包括利益を純損益に振り替えております。

（ⅲ）金融資産の減損
償却原価により測定される金融資産及びその他の包括利益を通じて測定される負債性金融商品につい
ては、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しております。
当社グループは、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加している
かどうかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12ヶ月の予
想信用損失を貸倒引当金として認識しております。一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加
している場合には、全期間の予想信用損失と等しい金額を貸倒引当金として認識しております。
評価時点において契約上の支払期日を経過している場合には、原則として信用リスクの著しい増大が
あったものとしておりますが、信用リスクが著しく増加しているか否かの評価を行う際には、期日経過
情報のほか、当社グループが合理的に利用可能かつ裏付け可能な情報を考慮しております。
なお、金融資産に係る信用リスクが期末日現在で低いと判断される場合には、当該金融資産に係る信
用リスクが当初認識以降に著しく増大していないと評価しております。
ただし、一部の債権については、信用リスクの当初認識時点からの著しい増加の有無にかかわらず、
常に全期間の予想信用損失と等しい金額で貸倒引当金を認識しております。
予想信用損失は、契約に従って企業に支払われるべきすべての契約上のキャッシュ・フローと、企業
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が受け取ると見込んでいるすべてのキャッシュ・フローとの差額の現在価値として測定しております。
いずれの金融資産においても、履行強制活動を行ってもなお返済期日を大幅に経過している場合、債
務者が破産、会社更生、民事再生、特別清算といった法的手続きを申立てる場合など、債務不履行と判
断される場合には、信用減損金融資産として取り扱っております。当社グループは、ある金融資産につ
いて契約上のキャッシュ・フローの全体又は一部分を回収するという合理的な予想を有していない場合
には、金融資産の総額での帳簿価額を直接減額しております。
金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しております。貸倒引当金を減額する事象が生
じた場合は、貸倒引当金戻入額を純損益で認識しております。

（ⅳ）金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する、又は当社グ
ループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合において、金融資産の認
識を中止しております。当社グループが、移転した当該金融資産に対する支配を継続している場合には、
継続的関与を有している範囲において、資産と関連する負債を認識しております。

② 金融負債
（ⅰ）当初認識及び測定
金融負債は、当社グループが契約の当事者となる時点で当初認識し、その時点において、純損益を通
じて公正価値で測定される金融負債と償却原価で測定される金融負債のいずれかに分類しております。
すべての金融負債は公正価値で当初測定しておりますが、償却原価で測定される金融負債については、
直接関連する取引コストを控除した金額で測定しております。

（ⅱ）事後測定
金融負債の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。
(a) 純損益を通じて公正価値で測定される金融負債
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債については、売買目的保有の金融負債と当初認識時
に純損益を通じて公正価値で測定すると指定した金融負債を含んでおり、当初認識後公正価値で測定
し、その変動については当期の純損益として認識しております。

(b) 償却原価で測定される金融負債
償却原価で測定される金融負債については、当初認識後実効金利法による償却原価で測定しており
ます。
実効金利法による償却及び認識が中止された場合の利得及び損失については、金融費用の一部とし
て当期の純損益として認識しております。

（ⅲ）金融負債の認識の中止
当社グループは、金融負債が消滅したとき、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し、又
は失効となった時に、金融負債の認識を中止しております。
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③ 金融資産及び金融負債の表示
金融資産及び金融負債は、当社グループが残高を相殺する法的に強制可能な権利を有し、かつ純額で
決済するか又は資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合にのみ、連結財政状態計算書上
で相殺し、純額で表示しております。

④ デリバティブ及びヘッジ会計
当社グループは、為替リスクや金利リスクをそれぞれヘッジするために、為替予約、金利スワップ契
約等のデリバティブを利用しております。これらのデリバティブは、契約が締結された時点の公正価値
で当初測定され、その後も公正価値で再測定しております。
当社グループは、ヘッジ開始時に、ヘッジ会計を適用しようとするヘッジ関係並びにヘッジを実施す
るに当たってのリスク管理目的及び戦略について、公式に指定及び文書化を行っております。当該文書
は、具体的なヘッジ手段、ヘッジ対象となる項目又は取引並びにヘッジされるリスクの性質及びヘッジ
されたリスクに起因するヘッジ対象の公正価値又はキャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャ
ーを相殺するに際してのヘッジ手段の公正価値変動の有効性の評価方法などを含んでおります。具体的
には、以下の項目をすべて満たす場合に、ヘッジが有効と判断しております。
・ヘッジ対象とヘッジ手段との間に経済的関係があること
・信用リスクの影響が、当該経済的関係から生じる価値変動に著しく優越するものではないこと
・ヘッジ関係のヘッジ比率が、当社グループが実際にヘッジしているヘッジ対象の量と当社グループが
ヘッジ対象の当該量を実際にヘッジするのに使用しているヘッジ手段の量から生じる比率と同じであ
ること

　当社グループは、ヘッジ関係が将来に向けて有効であるかどうかを継続的に評価しております。
ヘッジ関係について有効性が認められなくなったものの、リスク管理目的に変更がない場合は、ヘッ
ジ関係が再び有効となるようヘッジ比率を再調整しております。また、ヘッジ関係についてリスク管理
目的が変更された場合は、ヘッジ会計の適用を中止しております。
ヘッジ会計に関する要件を満たすキャッシュ・フロー・ヘッジは、以下のように会計処理しておりま
す。
ヘッジ手段に係る利得又は損失のうち有効部分はその他の包括利益として認識し、非有効部分は直ち
に連結損益計算書において純損益として認識しております。
その他の包括利益に計上されたヘッジ手段に係る金額は、ヘッジ対象である取引が純損益に影響を与
える時点で純損益に振り替えております。ヘッジ対象が非金融資産又は非金融負債の認識を生じさせる
ものである場合には、その他の包括利益として認識されている金額は、非金融資産又は非金融負債の当
初の帳簿価額の修正として処理しております。
ヘッジ手段が消滅、売却、終了又は行使された場合などヘッジ関係が適格要件を満たさなくなった場
合にのみ、将来に向かってヘッジ会計を中止しております。ヘッジされた将来キャッシュ・フローの発
生がまだ見込まれる場合には、従来その他の包括利益を通じて資本として認識されていた金額は、将来
キャッシュ・フローが発生するか、当該金額が損失で回収の見込まれない金額を純損益に振り替えるま
で、引き続き資本に計上しております。ヘッジされた将来キャッシュ・フローの発生がもはや見込まれ
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ない場合には、従来その他の包括利益を通じて資本として認識していた累積損益を純損益に振り替えて
おります。

（5） 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び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取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構
成されております。

（6） 棚卸資産
棚卸資産の取得原価には、購入原価、加工費、及び棚卸資産が現在の場所及び状態に至るまでに発生
したその他のすべての原価を含んでおります。
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。正味実現可能価
額は、通常の事業過程における見積売価から、見積販売コストを控除した額であります。取得原価は、
主として棚卸資産の販売価額から適切な売上総利益を減額することにより算出される売価還元法を用い
て測定しており、その適用結果が原価と近似するように、利益率を算出するための棚卸資産のグルーピ
ングを見直しております。

（7） 有形固定資産
有形固定資産については原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控
除した価額で表示しております。
取得原価には、資産の取得に直接関連するコスト、解体・除去及び土地の原状回復コストが含まれて
おります。
土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上
されております。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。
・建物及び構築物 ２年－50年

・機械装置及び運搬具 ２年－17年

・工具器具及び備品 ２年－20年

なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各報告期間末に見直しを行い、変更があった場
合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

（8） 投資不動産
投資不動産は、賃貸収入又はキャピタル・ゲイン、もしくはその両方を得ることを目的として保有す
る不動産であります。投資不動産は原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累
計額を控除した価額で表示しております。
土地以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数（３年～50年）にわたって、定額法によ
り算定しております。

（9） のれん及び無形資産
① のれん

当初認識時におけるのれんの測定については、「(2) 企業結合」に記載しております。
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当初認識後においては、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示しております。
のれんは償却を行わず、事業を行う地域及び事業の種類に基づいて識別された資金生成単位に配分し、
毎期又は減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しております。のれんの減損損失
は連結損益計算書において純損益として認識され、その後の戻入れは行っておりません。

② 無形資産
単独で取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定されます。企業結合で取得した無形資産は、
無形資産の定義を満たし、識別可能であり、かつ公正価値が信頼性をもって測定できる場合、のれんと
は分離して識別され、取得日の公正価値で認識されます。
無形資産は原価モデルを採用し、当初認識後、耐用年数を確定できない無形資産を除いて、それぞれ
の見積耐用年数にわたって定額法で償却され、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した
価額で表示しております。主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。
・ソフトウエア ５年

・顧客関係 10年－20年

なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各報告期間末に見直しを行い、変更があった場合は、
会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

(10) リース
契約上、資産の所有に伴うリスクと経済価値が実質的にすべて当社グループに移転するリースは、フ
ァイナンス・リースに分類し、それ以外の場合には、オペレーティング・リースに分類しております。
契約がリースであるか否か、又は契約にリースが含まれているか否かについては、契約の履行が特定
の資産又は資産グループの使用に依存しているか、及び契約により当該資産の使用権が移転するかに基
づき、リース開始日における契約の実質に基づき判断しております。

① 借手側
ファイナンス・リース取引におけるリース資産は、リース開始日に算定したリース物件の公正価値と
最低リース料総額の現在価値のいずれか低い金額で当初認識しております。当初認識後は、当該資産に
適用される会計方針に基づいて、見積耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額法に
より減価償却を行っております。支払リース料は、利息法に基づき金融費用とリース債務の返済額に配
分し、金融費用は連結損益計算書において認識しております。
オペレーティング・リース取引においては、支払リース料は連結損益計算書において、リース期間に
わたって定額法により費用として認識しております。また、変動リース料は、発生した期間の費用とし
て認識しております。

② 貸手側
ファイナンス・リース取引におけるリース債権は、リース期間の起算日にリース開始日の正味リース
投資未回収額を債権として認識し、受取リース料は、利息法に基づき金融収益とリース債権の回収額に
配分し、金融収益は連結損益計算書において認識しております。
オペレーティング・リース取引においては、対象となる資産を連結財政状態計算書に計上しており、
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受取リース料は連結損益計算書においてリース期間にわたって定額法により収益として認識しておりま
す。また、変動リース料は、発生した期間の収益として認識しております。

（11）非金融資産の減損
棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社の非金融資産の帳簿価額は、報告期間の末日ごとに減損の兆候
の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産又は資金生成単位の回収可能価額
を見積っております。資金生成単位は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・インフローから概ね
独立したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資産グループとしております。
のれん及び耐用年数を確定できない無形資産については、毎期同じ時期又は減損の兆候がある場合に
は随時、減損テストを実施しております。のれんの資金生成単位については、のれんが内部報告目的で
管理される単位に基づき決定しております。
資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のうちいずれか大
きい方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間
的価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いております。
当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成しません。全社資産に減損の兆
候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を決定しております。
減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に純損益として認
識しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配分されたのれんの帳
簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額してお
ります。
のれんに関連する減損損失は戻し入れません。その他の資産については、過去に認識した減損損失は、
報告期間の末日において減損の戻入の兆候の有無を評価しております。回収可能価額の決定に使用した
見積りが変化した場合は、減損損失を戻し入れます。減損損失の戻入は、減損損失を認識しなかった場
合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却額を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限として行
います。

（12）従業員給付
① 退職後給付

当社グループは、従業員の退職給付制度として確定給付制度と確定拠出制度を運営しております。
当社グループは、確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用を、予
測単位積増方式を用いて算定しております。
割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した
期末日時点の優良社債の市場利回りに基づき算定しております。
確定給付制度に係る負債又は資産は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除し
て算定しております。
確定給付制度の再測定額は、発生した期においてその他の包括利益として一括認識し、直ちにその他
の資本の構成要素から利益剰余金に振り替えております。
過去勤務費用は、発生した期の純損益として処理しております。
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確定拠出型の退職給付に係る費用は、拠出した金額を対応する期間に応じて費用として認識しており
ます。

② 短期従業員給付
短期従業員給付は、従業員が関連する勤務を提供した期間に、費用として認識しております。賞与に
ついては、それらを支払う法的債務又は推定的債務を負っており、信頼性のある見積りが可能である場
合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる金額を負債として認識しております。

（13）引当金
引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的債務を負っており、当
該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のあ
る見積りができる場合に認識しております。引当金は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価
値及び当該負債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割り引いております。時間
の経過に伴う引当金の増加額は金融費用として認識しております。

① 資産除去債務
主に原状回復義務がある店舗等の不動産賃貸借契約について、原状回復費用の見込額を資産除去債務
として計上しております。

② 利息返還損失引当金
利息制限法の上限金利を超過して支払った債務者等からの利息の返還請求に備えるため、将来におけ
る返還見込額を計上しております。

(14) 金融保証契約
当社グループは、被保証人において特定の債務不履行があった場合に、保証人として被保証人に代わ
って当該債務の弁済を行う、もしくは金銭による補償を行うことを約する金融保証契約等を締結してお
り、当該契約等の履行に伴う損失の発生可能性が高くなった場合には、損失発生見込額を債務保証引当
金として認識いたします。

(15) 収益
収益は、物品の販売及びサービスの提供から受領する対価の公正価値から、値引、割戻及び売上関連
の税金を控除した金額で測定しております。

① 加盟店からの収益
当社グループは、第三者に対してフランチャイズシステムを通じた商品の販売、商標の使用等を認め
るフランチャイズ契約により、加盟店からロイヤリティ収入を得ております。ロイヤリティ収入は、対
象となる契約の条件に従って発生主義で認識しております。

② 物品の販売
物品の販売からの収益は、物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値を買手に移転し、物品に対す
る継続的な関与及び実質的支配を保持せず、将来の経済的便益が当社グループに流入する可能性が高く、
当該便益及びそれに対応する原価を信頼性をもって測定可能である場合に認識しております。

③ その他の収益
その他の役務提供による収益は、取引の期末日における進捗度、収益の額及び取引に関する原価を信
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頼性をもって測定でき、将来の経済的便益が当社グループに流入する可能性が高い場合に認識しており
ます。

④ 収益の表示方法
当社グループが当事者として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価の総額で収益を表示
しております。当社グループが第三者のために代理人として取引を行っている場合には、顧客から受け
取る対価の総額から第三者のために回収した金額を差し引いた手数料の額で収益を表示しております。
当社グループが当事者として取引を行っているか、代理人として取引を行っているかの判定にあたっ
ては、次の指標を考慮しております。
・顧客に対する物品若しくは役務の提供又は注文の履行について、第一義的な責任を有しているか
・顧客による発注の前後、輸送中又は返品の際に在庫リスクを負っているか
・直接的又は間接的に価格を決定する権利を有しているか
・顧客に対する債権について、顧客の信用リスクを負担しているか

(16) 法人所得税
法人所得税は、当期税金及び繰延税金から構成されております。これらは、企業結合に関連するもの、
及び直接資本の部又はその他の包括利益で認識される項目を除き、純損益として認識しております。
当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局から還付が予想される金額で測定されます。税額の
算定にあたっては、当社グループが事業活動を行い、課税対象となる損益を稼得する国において、報告
期間の末日までに制定又は実質的に制定されている税率及び税法に従っております。
繰延税金は、報告期間の末日における資産及び負債の会計上の帳簿価額と税務上の金額との一時差異、
繰越欠損金及び繰越税額控除に対して認識しております。
繰延税金負債は原則としてすべての将来加算一時差異について認識され、繰延税金資産は将来減算一
時差異を使用できるだけの課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で、すべての将来減算一時差異に
ついて認識されます。
なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を計上しておりません。
・のれんの当初認識から生じる一時差異
・企業結合取引を除く、会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えない取引によって発生する
資産及び負債の当初認識により生じる一時差異

・子会社、関連会社及び共同支配企業に対する投資に係る将来加算一時差異のうち、解消時期をコント
ロールでき、かつ予測可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高い場合
繰延税金資産の帳簿価額は毎期見直され、繰延税金資産の全額又は一部が使用できるだけの十分な課
税所得が稼得されない可能性が高い部分については、帳簿価額を減額しております。未認識の繰延税金
資産は毎期再評価され、将来の課税所得により繰延税金資産が回収される可能性が高くなった範囲内で
認識されます。
繰延税金資産及び負債は、報告期間の末日において制定されている、又は実質的に制定されている法
定税率及び税法に基づいて資産が実現する期間又は負債が決済される期間に適用されると予想される税
率及び税法によって測定されます。
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繰延税金資産及び負債は、当期税金負債と当期税金資産を相殺する法律上強制力のある権利を有し、
かつ同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合、相殺しております。

(17) １株当たり利益
基本的１株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する当期損益を、その期間の自己株式を調整
した発行済普通株式の加重平均株式数で除して計算しております。

(18) 売却目的で保有する資産
継続的な使用ではなく、売却により回収が見込まれる資産及び資産グループのうち、１年以内に売却
する可能性が非常に高く、かつ現在の状態で即時に売却可能で、当社グループの経営者が売却を確約し
ている場合には、売却目的で保有する非流動資産及び処分グループとして分類し、非流動資産は減価償
却又は償却は行わず、帳簿価額と売却費用控除後の公正価値のうち、いずれか低い方の金額で測定して
おります。

(19) 自己株式
自己株式は取得原価で評価され、資本から控除しております。当社の自己株式の購入、売却又は消却
において利得又は損失は認識しておりません。なお、帳簿価額と処分価格との差額は、その他の資本剰
余金として認識されます。

(20) 公正価値の測定
特定の資産・負債は、公正価値によって計上することが求められております。当該資産・負債の公正
価値は、市場価格等の市場の情報や、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コスト・アプ
ローチ等の算出手順に基づき、決定されております。

(21) フランチャイズ契約
コンビニエンスストア事業においては、フランチャイズ契約に基づき、加盟者は株式会社ファミリー
マート等のフランチャイズ・チェーン本部からコンビニエンスストア店の運営に関する助言や各種サー
ビスの提供を受け、その対価として、各店舗の営業総利益の一定料率をロイヤリティとして継続的に支
払います。
各加盟店は、本部が提供する情報システムを通じて商品の発注を行い、本部は各加盟店に代わって仕
入先に対して一括してその代金を支払うとともに、加盟店に対する債権を計上いたします。
また各加盟店は毎日、売上金及び代行収納した公共料金等を本部に送金いたします。このうち公共料
金等の預り金については、公共サービス事業者等に対する債務が計上され、連結財政状態計算書の「預
り金」に含まれております。
加盟店を代行して行う仕入代金等の支払額と、加盟店から日々送金される売上金は、加盟店との債権
債務の純額を表示するため、相互に相殺されます。加盟店貸勘定及び加盟店借勘定は、この純額後の残
高を表しており、それぞれ連結財政状態計算書の「営業債権及びその他の債権」及び「営業債務及びそ
の他の債務」に含まれております。
　

5． 会計上の見積りの変更
　当連結会計年度において、株式会社ファミリーマートが次世代店舗システム構築の一環としてＰＯＳレジ
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等を入替える契約を締結したことに伴い、同社が保有する工具器具及び備品のうち、除却が見込まれる資産
について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
　この変更により、従来の方法と比べて、当連結会計年度の営業利益は1,269百万円減少しております。

（連結財政状態計算書に関する注記）
1． 担保に供している資産及び担保に係る資産
　担保提供資産
土地 822百万円
建物及び構築物 327百万円
敷金 122,917百万円
その他の金融資産 21百万円
　 計 124,087百万円
対応債務
　その他の金融負債 1,502百万円

2． 資産から直接控除した貸倒引当金
(1) 流動資産
営業債権及びその他の債権 701百万円
その他の金融資産 6百万円

(2) 非流動資産
敷金 98百万円
その他の金融資産 2,893百万円
その他の非流動資産 28百万円

3． 有形固定資産の減価償却累計額 185,839百万円
4． 投資不動産の減価償却累計額 11,935百万円
5. 偶発債務
①保証債務
次の会社に対して、債務保証を行っております。
(1) 金融機関からの借入金等に対する債務保証
Central FamilyMart Co.,Ltd. 3,255百万円
コンビニエンスストア加盟店 626百万円

計 3,880百万円
(2) 機械導入に関する契約の履行に対する債務保証
ジャパンフードサプライ㈱ 1,234百万円

(3) コンビニエンスストア商品製造メーカーがジャパンフードサプライ㈱に対して保有する仕入債務等
に対する債務保証
㈱フジデリカ他37社 19,530百万円
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②貸出コミットメント
子会社である㈱ＵＣＳが行う、クレジットカード業務に附帯するキャッシング業務等における貸出コミ
ットメントに係る貸出未実行残高
貸出コミットメントの総額 566,462百万円
貸出実行額 9,127百万円

差引貸出未実行残高 557,335百万円
　

（連結持分変動計算書に関する注記）
1． 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数
普 通 株 式 126,712,313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
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2017年４月11日
取締役会 普通株式 7,094 56.00 2017年２月28日 2017年５月８日

2017年10月11日
取締役会 普通株式 7,094 56.00 2017年８月31日 2017年11月10日

　

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2018年４月11日開催の取締役会の議案として、普通株式の配当に関する事項を、次のとおり提案する
予定であります。
配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり配当額

（円） 基準日 効力発生日

7,086 利益剰余金 56.00 2018年２月28日 2018 年５月７日
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（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、経営活動を行う過程において、財務上のリスク（信用リスク・流動性リスク・為替リス
ク・金利リスク・市場価格の変動リスク）に晒されており、当該財務上のリスクを軽減するために、リスク
管理を行っております。
　また、当社グループは、デリバティブ取引を為替変動リスク又は金利変動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。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限や
限度額等を定めた社内規定に基づき、決裁者の承認を得て行っております。
（1） 信用リスク管理

信用リスクは、取引先が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社グループに財務上の損失を発
生させるリスクであります。当社グループの信用リスクの最大値は、営業債権及びその他の債権、敷金、
その他の金融資産のうち資本性金融資産を除くもの、並びに貸出コミットメント未実行残高及び保証債
務残高の合計額であります。
クレジットカード業務に関する債権及び貸出コミットメント未実行残高については、法令及び各社の
与信管理規程等に従い、与信審査や延滞状況のモニタリング等、信用管理に対する体制を整備し、信用
リスクの低減を図っております。
加盟店貸勘定及び未収入金等の営業債権については、取引先毎に期日及び残高を管理するとともに、
テナント事業者等からは預り保証金を受け入れることにより、財政状態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。
関連会社、共同支配企業及びその他の取引先に対する貸付金及び債務保証については、これらの貸付
先の株主総会における議決権行使や役員派遣による経営管理・指導、又は、財政状態についての情報収
集・評価により、回収懸念の早期把握や信用リスクの低減を図っております。
その他、敷金、建設協力金及び立替金等については、相手先の財政状態について情報を収集・評価す
ることにより、回収懸念の早期把握や信用リスクの低減を図るとともに、必要に応じて担保・保証など
の保全処置も講じております。
IFRS第９号の減損の要求事項の適用を受けないデリバティブ資産については、信用格付けの高い金融
機関とのみ取引を行っているため信用リスクは僅少であります。また、当社グループは、単独の相手先
又はその相手先が所属するグループについて、過度に集中した信用リスクを有しておりません。
当社グループでは、一部の債権につき、延滞状況や債権が発生した取引の性質に基づいて債権をグル
ープ化した上で、集合的に貸倒引当金を測定しております。

（2） 流動性リスク管理
流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日
にその支払を実行できなくなるリスクであります。
当社グループは、営業取引や設備投資に係る資金調達に充当するため、コマーシャル・ペーパー、借
入金、ファイナンス・リース等を利用しており、流動性リスクに晒されております。
当社グループは、資金調達手段の多様化を図り、各社が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、
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十分な手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。また、取引金融機関とコミット
メントライン契約を締結することにより流動性リスクの低減を図っております。

（3） 為替リスク管理
当社グループは、為替相場の状況により、外貨建ての借入金について通貨スワップ取引等を利用し、
また、外貨建ての商品の輸入代金の支払に関するものについては、決済額の一部については為替予約等
を行い、為替の変動リスクをヘッジしております。従って、当社グループでは為替リスクに対するエク
スポージャーは限定的となっており、為替変動が連結損益計算書の税引前利益に与える影響は軽微であ
ります。

（4） 金利リスク管理
当社グループは、資金調達活動について、主として固定金利によっております。一部の借入金につい
ては金利変動リスクに晒されておりますが、金利スワップ取引を利用し、金利の変動リスクをヘッジし
ております。従って、当社グループでは金利リスクに対するエクスポージャーは限定的となっており、
金利変動が連結損益計算書の税引前利益に与える影響は軽微であります。

（5） 市場価格の変動リスク管理
当社グループは、資金運用を行う場合は安全性の高い負債性金融商品（債券等）に限定して行ってお
ります。
当社グループは、資本性金融商品（株式）から生じる株価の変動リスクに晒されております。保有し
ている資本性金融商品については、定期的に時価や発行体の財政状態等を把握するとともに、発行体が
取引先企業である場合には、当該企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
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　2． 金融商品の公正価値等に関する事項
　2018年２月28日現在における帳簿価額及び公正価値については、次のとおりであります。

（単位：百万円）

帳簿価額 公正価値

金融資産
敷金 122,917 119,719
株式 41,437 41,437
デリバティブ資産 1,372 1,372
その他の金融資産 111,667 116,521

金融負債
社債及び借入金 332,282 332,396
リース債務 93,843 92,669
デリバティブ負債 655 655
その他の金融負債 53,133 53,486
公正価値の算定方法は以下のとおりであります。
（株式）
上場株式は取引所の価格によっております。非上場株式は、割引キャッシュ・フロー法、財務指標等をイ
ンプットとして使用した類似企業比較法又は純資産に基づく評価モデル等により算定しており、割引率、
EBITDA倍率等の観察可能でないインプットを用いております。
　

（償却原価で測定される金融商品及びリース債務）
社債及び借入金のうち社債の公正価値は、活発ではない市場における公表価格によっております。その他
の金融資産及び負債の公正価値は、合理的に見積もった将来キャッシュ・フローを、適切な利率で割り引い
た現在価値により算定しております。割引率は、金利のある金融商品については新規に同様の取引を行った
場合に想定される利率を用い、金利のない金融商品については、残存期間に対応する国債の利回り等の適切
な指標に信用リスクを加味した利率を用いております。
　なお、報告期間の末日から短期間で決済される金融商品など、公正価値が帳簿価額と一致又は近似してい
る金融資産及び負債は上表に含めておりません。
　

（デリバティブ資産及び負債）
取引金融機関が算定した観察可能なインプット情報のみに基づいております。
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（投資不動産に関する注記）
1． 投資不動産の状況に関する事項
　一部の子会社では、愛知県、その他の地域において賃貸商業施設及び賃貸店舗等（土地を含む。）を所有
しております
2． 投資不動産の公正価値に関する事項

連結財政状態計算書計上額 公正価値
137,004百万円 150,073百万円

（注）１．連結財政状態計算書計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２．投資不動産の公正価値は、社外の独立した不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいて算定しております。

　（１株当たり情報に関する注記）
1． １株当たり親会社所有者帰属持分 4,293円16銭
2． 基本的１株当たり当期利益 265円82銭

　（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

　（その他の注記）
　減損損失
（1） 有形固定資産及び無形資産等

当社グループは、主に店舗を資金生成単位として回収可能価額を見積もっております。ただし、遊休
資産等については、個別の資産を資金生成単位としております。
当社グループは、当連結会計年度において23,562百万円の減損損失を認識し、連結損益計算書の「そ
の他の費用」に計上しております。これらは、主に収益性が著しく低下した店舗の資産（建物及び構築
物、工具器具及び備品等）について、帳簿価額を回収可能価額まで減額したものであります。
回収可能価額は、使用価値又は処分コスト控除後の公正価値のうち、いずれか大きい方の金額として
おります。使用価値の見積りに用いた割引率は、税引前加重平均資本コスト（5.1％～5.2％）を使用し
ております。公正価値については、当該不動産の所在する国の評価基準に従った、社外の独立した不動
産鑑定士による鑑定評価等に基づいて算定しております。

（2） のれん
当社グループは、のれんについて、毎期又は減損の兆候がある場合には随時、減損テストを実施して

おります。減損テストの回収可能価額は、使用価値に基づき算定しております。
使用価値は、原則として経営者が承認した今後５年度分の事業計画を基礎としたキャッシュ・フロー
の見積額を、当該資金生成単位の税引前加重平均資本コスト（5.2％～6.8％）により現在価値に割引い
て算定しております。事業計画の対象期間を超えるキャッシュ・フロー予測のために用いた成長率は、
資金生成単位が属する市場もしくは国における長期平均成長率を勘案し、これを超えない範囲で決定し
ております（0.0％程度）。
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当社グループは、当連結会計年度において9,827百万円の減損損失を認識し、連結損益計算書の「そ
の他の費用」に計上しております。

企業結合等関係
（企業結合に係る暫定的な会計処理の確定）
　当社は、2016年９月に行ったユニーグループ・ホールディングス株式会社との吸収合併について、前連結
会計年度において暫定的な会計処理を行っておりましたが、当連結会計年度に確定しております。
(1) 取得日現在における支払対価の公正価値、取得資産及び引受負債の主要な種類ごとに認識した金額

暫定 遡及修正 確定
百万円 百万円 百万円

支払対価の公正価値
取得企業の資本持分 235,533 － 235,533

合計 235,533 － 235,533
取得資産及び引受負債の認識金額
流動資産
現金及び現金同等物 31,893 － 31,893
営業債権及びその他の債権 156,585 － 156,585
その他の金融資産 12,011 － 12,011
棚卸資産 36,440 － 36,440
その他の流動資産 16,979 △56 16,923
売却目的で保有する資産 27,398 248 27,646
流動資産合計 281,306 192 281,498

非流動資産
有形固定資産 211,073 △38,720 172,353
投資不動産 171,445 △28,346 143,099
無形資産 54,209 △2,418 51,790
持分法で会計処理されている投資 9,141 － 9,141
敷金 72,239 － 72,239
その他の金融資産 17,899 △382 17,517
繰延税金資産 68,130 △40,840 27,291
その他の非流動資産 2,786 419 3,206
非流動資産合計 606,924 △110,287 496,636

資産合計 888,230 △110,096 778,134
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暫定 遡及修正 確定
百万円 百万円 百万円

流動負債
営業債務及びその他の債務 △157,461 △225 △157,686
預り金 △47,853 － △47,853
社債及び借入金 △146,421 － △146,421
リース債務 △6,707 － △6,707
未払法人所得税等 △4,802 － △4,802
その他の流動負債 △36,947 △933 △37,880
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 △13,525 － △13,525
流動負債合計 △413,715 △1,158 △414,873

非流動負債
社債及び借入金 △170,506 － △170,506
リース債務 △18,583 － △18,583
その他の金融負債 △45,169 － △45,169
退職給付に係る負債 △774 － △774
引当金 △31,435 － △31,435
その他の非流動負債 △6,813 △885 △7,699
非流動負債合計 △273,280 △885 △274,166

負債合計 △686,995 △2,044 △689,039

取得資産及び引受負債の認識金額（純額） 201,234 △112,139 89,095
非支配持分（注） △5,678 － △5,678
のれん 39,977 112,139 152,116

（注）非支配持分は、ユニーグループ・ホールディングス株式会社の子会社に関するものであり、当該子会社の識別可能純資産の認
識金額に対する非支配株主の持分割合で測定しております。

　のれんの主な内容は、取得から生じることが期待される既存事業とのシナジー効果及び超過収益力でありま
す。
　なお、のれんについて、税務上損金算入を見込んでいる金額はありません。
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（カネ美食品株式会社の株式の追加取得及び子会社化）
　当社は、2017年６月29日開催の当社取締役会において、当社の関連会社であるカネ美食品株式会社（以
下、「カネ美食品」という。）の株式を伊藤忠商事株式会社及び個人９名から取得し、同社を子会社化すること
を決議し、同年７月７日に株式譲渡契約を締結し、７月20日付で同社を子会社化いたしました。

（1）企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 カネ美食品株式会社
事業の内容 寿司・揚物・惣菜等の小売店舗の展開、コンビニエンスストア弁当の製造

②企業結合日
2017年７月20日

③取得した議決権比率
企業結合直前に所有していた議決権比率 26.05％
企業結合日に追加取得した議決権比率 26.42％
取得後の議決権比率 52.47％

④企業結合を行った主な理由
ユニー株式会社の店舗内に出店している同社の惣菜売場を両社が一体となって改革し、食品売場全体
の競争力を上げ売上の拡大を図るとともに、同社が株式会社ファミリーマート向けに製造している中食
商品に関しても両社が持つノウハウを共有し製造過程の見直し等の協業を行い、品質を高め売上の拡大
を図ることで、当社グループ全体の更なる収益力向上が見込めるものと考えたためであります。

⑤被取得企業の支配獲得の経緯
現金を対価とする株式の取得により議決権の過半数を取得したためであります。
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（2）取得日現在における支払対価の公正価値、取得資産及び引受負債の主要な種類ごとに認識した金額

金額
百万円

支払対価の公正価値（現金） 8,733
既保有持分の公正価値 8,611

合計 17,345

取得資産及び引受負債の認識金額
流動資産
現金及び現金同等物 9,434
営業債権及びその他の債権 6,211
棚卸資産 518
その他の流動資産 281
流動資産合計 16,443
非流動資産
有形固定資産 12,781
無形資産 102
敷金 295
その他の金融資産 2,397
退職給付に係る資産 488
繰延税金資産 1,512
その他の非流動資産 102
非流動資産合計 17,678
資産合計 34,121
流動負債
営業債務及びその他の債務 △5,734
預り金 △175
未払法人所得税等 △80
その他の流動負債 △2,691
流動負債合計 △8,680
非流動負債
その他の金融負債 △130
引当金 △59
非流動負債合計 △189
負債合計 △8,869
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金額
百万円

取得資産及び引受負債の認識金額（純額） 25,252
非支配持分（注） △12,002
のれん 4,095

（注）非支配持分は、識別可能純資産の認識金額に対する非支配株主の持分割合で測定しております。

当企業結合に係る取得関連コストは、16百万円であり、すべて「販売費及び一般管理費」にて費用処
理しております。
当該企業結合により生じたのれんの主な内容は、取得から生じることが期待される既存事業とのシナ
ジー効果及び超過収益力であります。なお、企業結合日における識別可能な資産及び負債の認識と測定
は完了していないため、のれんは暫定的な金額で計上しております。また、資金生成単位への配分も完
了しておりません。
なお、のれんについて、税務上損金算入を見込んでいる金額はありません。

　
（3） 段階取得に係る差益

当社が取得日に保有していたカネ美食品に対する資本持分26.05％を取得日の公正価値で再測定した
結果、当該企業結合から62百万円の段階取得に係る差益を認識しております。この利益は、連結損益計
算書上、「その他の収益」に含めております。
　

（4） 取得に伴うキャッシュ・フロー
金額
百万円

取得により支出した現金及び現金同等物 △8,733
取得時に被取得企業が保有していた現金及び現金同等物 9,434
子会社の取得による収入 700

（5） 業績に与える影響
当社グループの連結損益計算書には、取得日以降にカネ美食品から生じた営業収益52,065百万円、及
び親会社の所有者に帰属する当期損失270百万円が含まれております。

　
　追加情報
　（連結納税制度の適用）

当社は、2017年10月11日開催の取締役会にて、2019年２月期から連結納税制度の適用を受けるべく、
適用申請を行うことを決定し、同年11月に当局へ申請いたしました。同制度の適用に伴い、当連結会計年度
において、繰延税金資産を15,718百万円計上しております。

― 24 ―

定時株主総会招集通知別冊/WEB開示分 （宝印刷）  2018年04月27日 12時54分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



【個別注記表】
（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）有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
② 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）デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法
（3）たな卸資産の評価基準及び評価方法

原価法（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）無 形 固 定 資 産

（リース資産を除く）
ソ フ ト ウ エ ア 自社利用ソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。

　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
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 従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期期間対応額
を計上しております。

（3）役 員 賞 与 引 当 金 役員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期期間対応額を
計上しております。

　4． その他の計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
　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。
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（2）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
　原則として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
ついては特例処理によっております。また、一体処理（振当処理、特例処理）の要件を満たしている通
貨金利スワップについては一体処理（振当処理、特例処理）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……金利スワップ・通貨金利スワップ
　ヘッジ対象……借入金
③ ヘッジ方針
　将来の為替相場の変動による損失を回避する目的で、通貨金利スワップ取引を利用しております。
　また、将来の金利変動による損失を回避する目的で、金利スワップ取引を利用しております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間においてヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー
変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を
基礎にして判断しております。振当処理によっている為替予約等については、有効性の評価を省略して
おります。

（3）消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。
　

　5． 表示方法の変更
（損益計算書）
　前事業年度において、「営業収入」の「その他の営業収入」に表示していた「関係会社受取配当金」、
「関係会社経営指導料」及び「関係会社受入手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独
立掲記しております。
　前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に表示していた「貸倒引当金戻入額」は、金額的重
要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。

　6．追加情報
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）
を当事業年度から適用しております。

（貸借対照表に関する注記）
　1． 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示しているものを除く）

　短期金銭債権 6,219百万円
　短期金銭債務 48,603百万円

2． 取締役、監査役に対する金銭債務 ３百万円
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（損益計算書に関する注記）
　関係会社との取引高

営業取引高（区分表示しているものを除く）
営業収入 14百万円
営業費用 245百万円
営業取引以外の取引高
受取利息 1,519百万円
資産購入高 3,359百万円
現金以外の財産の分配の受取 3,112百万円
その他 17百万円

　
（株主資本等変動計算書に関する注記）
　当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 177,428株
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（税効果会計に関する注記）
　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

繰 延 税 金 資 産 （流 動）
吸 収 合 併 に 伴 う 時 価 評 価 差 額 461百万円
繰 越 欠 損 金 374百万円
そ の 他 75百万円
繰 延 税 金 資 産 合 計 910百万円
繰 延 税 金 負 債 （流 動）
吸 収 合 併 に 伴 う 時 価 評 価 差 額 369百万円
そ の 他 83百万円
繰 延 税 金 負 債 合 計 452百万円
繰 延 税 金 資 産 （流 動） の 純 額 457百万円
繰 延 税 金 資 産 （固 定）
吸 収 合 併 に 伴 う 時 価 評 価 差 額 771百万円
吸収分割に伴う関係会社株式調整額 14,256百万円
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 184百万円
繰 越 欠 損 金 19,554百万円
そ の 他 41百万円
繰 延 税 金 資 産 小 計 34,806百万円
評 価 性 引 当 額 △4,129百万円
繰 延 税 金 資 産 合 計 30,677百万円
繰 延 税 金 負 債 （固 定）
吸 収 合 併 に 伴 う 時 価 評 価 差 額 61百万円
そ の 他 21百万円
繰 延 税 金 負 債 合 計 82百万円
繰 延 税 金 資 産 （固 定） の 純 額 30,595百万円

　
追加情報
（連結納税制度の適用）
　当社は、2017年10月11日開催の取締役会にて、2019年2月期から連結納税制度の適用を受けるべく、適用
申請を行うことを決定し、同年11月に当局へ申請いたしました。同制度の適用に伴い、当事業年度において、繰
延税金資産を15,718百万円計上しております。
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（関連当事者との取引に関する注記）
　子会社及び関連会社等

種 類 会社等
の名称 所在地 資本金 事業の

内容

議決権等
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
（百万円） 科 目 期末残高

（百万円）

子会社 ユニー㈱ 愛知県
稲沢市

百万円
10,000

総合小売
事業

所有
直接
60.00％

資金の貸借
（注２）
役員の兼任

資金の貸付
資金の回収
利息の受取

271,004
398,409
1,411

関係会社
短期貸付
金・関係
会社長期
貸付金

116,160

未収入金 107
経営指導
料及び受
入手数料
の 受 取
（注４）

1,055 未収入金 1,139

子会社
㈱ファミ
リーマー
ト

東京都
豊島区

百万円
8,380

コンビニ
エンスス
トア事業

所有
直接
100.00％

資金の寄託
の受入
（注３）
役員の兼任

資金の預り
資金の返金
利息の支払

－
－
９
預り金 45,000

経営指導
料及び受
入手数料
の 受 取
（注４）

1,116 未収入金 1,206

子会社 ㈱UCS 愛知県
稲沢市

百万円
1,610

クレジッ
トカード
事業

所有
間接
81.35％

資金の貸借
（注３）
役員の兼任

資金の貸付
資金の回収
利息の受取

335,007
332,407

97

関係会社
短期貸付
金

51,000

未収入金 ９
　

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1． 記載金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

2． 資金の貸付については、利息は当該会社における他の借入先からの借入条件を勘案して決定してお
ります。
3. 資金の貸付及び資金の預りについては、利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
4. 経営指導料及び受入手数料については、業務内容を勘案し、両者協議の上、決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）
1．１株当たり純資産額 4,056円70銭
2．１株当たり当期純利益 242円33銭
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（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。

（連結配当規制適用会社に関する注記）
　当社は、連結配当規制適用会社であります。

（その他の注記）
　企業結合等関係
（企業結合に係る暫定的な会計処理の確定）
　2016年９月１日を効力発生日とする、当社を吸収合併存続会社、ユニーグループ・ホールディングス株式会
社を吸収合併消滅会社とする吸収合併に係る企業結合について、前事業年度において暫定的な会計処理を行って
おりましたが、当事業年度において確定しております。なお、企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債
の額並びにその主な内訳に修正は生じておりません。
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