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１．17 年 11 月中間期の連結業績（平成 17 年 5月 21 日～平成 17 年 11 月 20 日） 

（1）連結経営成績                        （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高 営業利益 経常利益 

 

17 年 11 月中間期 

16 年 11 月中間期 

          百万円         ％

    14,755    （     4.8）

    14,076    （    1.6）

          百万円         ％ 

367     （  32.5 ） 

277     （  45.2 ） 

         百万円          ％

       393     （  27.7 ）

       308     （  42.2 ）

17 年 5 月期     28,305     592           648 

 

 
中間(当期)純利益 

１株当たり中間 

(当期)純 利 益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間（当期）純利益 

 

17 年 11 月中間期 

16 年 11 月中間期 

百万円              ％

     △257         （    ― ）

     151         （  32.7 ）

           円     銭 

       △52   18 

         30   68 

              円      銭 

                      

                      

17 年 5 月期        251           49   92                       

（注）①持分法投資損益     17 年 11 月中間期   －百万円  16 年 11 月中間期    －百万円  17 年 5 月期   －百万円 

      ②期中平均株式数(連結)  17 年 11 月中間期 4,944,118 株  16 年 11 月中間期 4,945,597 株  17 年 5 月期  4,945,148 株 

      ③会計処理の方法の変更   有    

      ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

     

（2）連結財政状態                      

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 

17 年 11 月中間期 

16 年 11 月中間期 

           百万円 

      9,879 

     9,907 

           百万円 

      4,475 

      4,672 

             ％ 

        45.3 

        47.2 

         円    銭 

     905     26 

     944     89 

17 年 5 月期       9,993       4,754         47.6      960    50 

（注）期末発行済株式数(連結)  17 年 11 月中間期 4,944,080 株  16 年 11 月中間期 4,945,080 株  17 年 5 月期  4,944,480 株 

（3）連結キャッシュ・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

 

17 年 11 月中間期 

16 年 11 月中間期 

            百万円 

      440 

      507 

            百万円 

     △  307 

     △  160 

            百万円 

     △   26 

     △  273 

            百万円 

       2,064 

       1,914 

17 年 5 月期       897    △  245    △  535   1,957 

（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

     連結子会社数   ４社    持分法適用非連結子会社数  －社    持分法適用関連会社数    －社 

（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

     連結（新規）   －社 （除外）  －社                持分法（新規）    －社 （除外）  －社  

 

２．18 年 5月期の連結業績予想（平成 17 年 5月 21 日～平成 18 年 5 月 20 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 

通      期 

              百万円 

            30,600         

            百万円 

               680     

                  百万円 

           △100 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △20 円 23 銭 

（注）上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画の基となる前提、予想を含んで記載しております。実際の業績は、 

今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。 

    なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の 6ページを参照してください。 
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１．企 業 集 団 の 状 況 

 当企業集団は、株式会社マルミヤストア（当社）及び子会社５社より構成されており、スーパーマー

ケット事業及びドラッグストア事業を主力とし、そのほか関連事業として食品の製造・販売並びに青果

物の卸売市場を営んでおります。 

 事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、

次の通りであります。 

 

区    分  主 な 事 業 内 容  事 業 会 社  

スーパーマーケット事業 
 生鮮食品、一般食料品及び日用雑貨品等の販売

 レジャー関連用品（主に釣具）の販売 

当  社 

㈱マミーズマーケット 
 

医薬品、化粧品・日用雑貨品等の販売 
当  社 

㈱シモカワドラッグ 

ド ラ ッ グ ス ト ア 事 業 
 調剤薬局の経営 ㈱下川調剤 

 弁当類・飲食物の製造・販売 

 食料品・日用雑貨品等の販売 
㈱梅乃家 

そ の 他 事 業 
 青果物 (野菜・果物) の卸売市場 佐伯大同青果㈱ 

  
 これらの関連を事業系統図で示しますと、次の通りであります。 
 

 

一 般 の 消 費 者 

 

                    保険調剤                      商品の販売 

 

    （連結子会社） 

     ㈱下川調剤 

     （連結子会社） 

   ㈱シモカワドラッグ 

        商品の販売   

        

                                                

                    商品の一部供給               商品の販売委託                 

                                                

 （株）マ ル ミ ヤ ス ト ア 

 （連結財務諸表提出会社） 

 

              商品の供給                              商品の供給 

 

（非連結子会社） 

佐伯大同青果 ㈱ 

※持分法非適用 

 
（連結子会社） 

㈱マミーズマーケット     ㈱ 梅 乃 家 

商
品
の
販
売 
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２．経 営 方 針 

１．経営の基本方針 

当社グループは、創業の精神「感謝」「堅実」「信用」を企業基盤とし、社是としております。

そして、「地域のお客様の豊かな食生活と健やかな暮らしに奉仕する」ことを経営方針の柱として

掲げ、地域に密着した小売業として、地域社会の繁栄に貢献するとともに、企業の継続的発展と安

定した経営基盤の確立を目的として事業活動に取り組んでおります。 

また、お客様に提供する商品の安全・安心の確保と品質向上及びサービスのレベルアップに努め

ることこそ、株主様、お取引先様及び従業員との信頼関係を築くこととなり、ご期待にお応えでき

るものと考えております。 

２．利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し､安定的かつ継続

的な利益配当を行うことを基本方針としております。そのために、企業体質の強化と今後の事業展

開に備えるための内部留保の充実などを勘案し、また、株主資本配当率及び配当性向などを重視し

ながら株主様への利益還元に努めることにしております。 

３．目標とする経営指標 

当社グループといたしましては、売上高経常利益率 3％を当面の主たる経営指標といたしておりま

す。 

４．中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

当社グループを取り巻く経営環境は、大手企業グループを中心とする大型ショッピングセンター

の開発、異業態の食品導入など、ますます競争が激しくなり今後もきわめて厳しい状況が続くもの

と予想されます。 

このような状況の中で、当社グループでは競争の中での「勝ち組」企業を目指し、他社に対する

競争力を高め営業活動の強化に努めております。食品スーパーの最近の出店方式は、単独出店から

異業態の企業と共同して複数の業種で出店していく方式に力を入れ、新規出店の開発や他社の事業

に参画して事業を拡大しております。また、当社グループの㈱マミーズマーケットもディスカウン

トストアの出店を強化し年商 40 億円クラスにまで成長しました。 

当社グループは、九州地域において主として食品スーパーなどの店舗を展開することを事業規模

拡大の経営戦略として位置づけておりますが、店舗の老朽化や競争激化の影響が原因で売上不振の

不採算店舗について、その立て直しも緊急の重要課題として捉えております。その立て直しの具体

策としましては、店舗の増床改装や業態変更による活性化を優先することとしておりますが、将来

的に採算見込みのない店舗については思い切った閉店も必要であると考えております。 

業態変更につきましては、具体的には子会社の運営によるディスカウントストアへの移行を考え

ております。 

また、店舗におきましては「お客様第一」を基本方針として、店舗の従業員ひとりひとりがお客

様の立場になって行動し、地域のお客様に真に信頼されるお店、「地域一番店」を目指すことを目

標に「品揃え」と「安さ」の実現にも努めてまいります。 

利益体質の強化といたしましては、商品力の強化とともにその仕入原価の引下げにも力を注ぎ、

経費節減をさらに推し進めて徹底したローコスト経営を推進してまいりたいと存じます。 
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５．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

 （1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

    当社は、厳しい経営環境の中で、その変化に対して的確かつ迅速に対応できる経営体制を構築

すべく、経営の効率化、健全化を継続的に進めてまいります。また、株主様や投資家の皆様へは、

迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、幅広い情報公開により、経営の透明性を高めてまい

ります。 

（2）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

  ①会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス

体制の状況 

   ・当社は、監査役制度を採用しており、当社の規模に鑑み取締役は 5 名、監査役は 3 名（全員が

社外監査役）で構成されております。 

   ・取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会に加え、必要に応じて随時臨時取締役会を開催し、経営

上の意思決定を図るとともに、業務執行の状況について監督を行っております。 

   ・当社は、執行役員制度を採用しており、執行役員 5 名を任命し、それぞれに担当する具体的な

業務内容を指示し、職務執行させております。 

・取締役及び執行役員の任期は、それぞれ 1年とし、経営責任の明確化を図っております。 

・当社は、弁護士 2 名と顧問契約を締結しており、法律上の判断を必要とする場合には、適時ア

ドバイスを受け、適法性に留意しております。 

・内部監査機能の強化として、内部統制の有効性、業務遂行の状況につき、「内部監査室」がグ

ループ企業の全部門を対象に業務監査を計画的に実施し、監査結果を報告しております。 

  ②会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

の概要 

   ・社外取締役は選任しておりません。 

   ・社外監査役については、該当事項はありません。 

  ③ 会計監査の状況 

   ・当社は、商法に基づく会計監査人及び証券取引法に基づく会計監査人に中央青山監査法人を起

用しております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員との間に特別な利害

関係はありません。当社は同監査法人との間で、商法監査と証券取引法監査について、監査契

約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。 

    当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、青野弘氏、大石聡氏であります。なお当社に係

る継続監査年数は、青野弘氏が 7 年、大石聡氏が 1 年であります。また、当社の会計監査に係

る補助者は、公認会計士 3名、会計士補 1名、その他 1名であります。 

  ④ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの中間決算期における実施状況 

   ・平成 18 年 5 月期中間決算期は 9 回取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重

要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。また、監査役会は取締役会開

催後のほか、合計 10 回開催されました。 

   ・平成 16 年 5 月期第 1四半期より四半期情報開示を実施しております。 

・経営の透明性を確保するために、決算公告をはじめとする財務情報を当社ホームページに掲載

し、情報開示にも積極的に努めてまいりました。 
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 ６.親会社等に関する事項 

    当社は親会社等を有していないため、該当事項はありません。 

 ７.会社の経営上重要な事項 

    特記する事項はありません。 

３．経営成績及び財政状態 

 １．経営成績 

(1)業績の概要 

当中間連結会計期間における我が国経済は、海外経済の順調な成長を背景に輸出が増加する

一方で、銀行の不良債権問題などいわゆるバブル期の負の遺産処理の進展、会計制度変更への

対応一巡などで企業の財務・収益体質が大きく強化され、緩やかながら持続的な景気回復局面

にあります。また、設備投資も増加しており雇用・所得環境の改善を背景に消費者マインドも

改善・向上しています。 

小売業界におきましては、百貨店業界はその恩恵を受けて、好調な状況が続いていますが、

量販店業界の売上高は芳しくなく厳しい状況といえます。また大手企業グループによる大型シ

ョッピングセンターの開発など出店競争も依然激しく、量販店業界を取り巻く経営環境はなお

厳しい状況が続いております。 

このような状況の中で、当社グループでは既存店については競争に強い店への活性化と営業

力の強化を課題として、売場での基本業務の徹底と商品の安全・安心、鮮度、品質など商品力

強化に取り組んでまいりました。また、仕入原価の引下げや経費節減にも積極的に取り組んで

まいりました。店舗開発面では、ディスカウントストア 1 店舗の出店をおこないました。また、

食品スーパー1 店舗の改装をおこない活性化を図ると同時に、経営効率を考え 1店舗の営業時間

の変更をおこないました。また、競争が激化するドラッグ事業については不採算店 1 店舗の閉

店をおこないました。 

     この結果、当中間期の業績につきましては 

      売上高                    147 億 55 百万円（前年同期比 4.8％増） 

      経常利益                    3 億 93 百万円（前年同期比 27.7％増） 

      中間純損失                  2 億 57 百万円（前年同期は中間純利益 1億 51 百万円） 

    となりました。 

売上高につきましては、激しい出店競争及び価格競争のなかで非常に厳しい状態でしたが、

全体では 4.8％の増加となりました。利益面につきましては、経常利益は、27.7％の増加となり

ましたが、純利益は減損会計基準の適用による特別損失を 6 億 33 百万円計上したために、2 億

57 百万円の純損失となりました（同期比 4億 9百万円減）。 

(2)事業別のセグメントの業績 

［スーパーマーケット事業］ 

営業収益 123 億 18 百万円（前年同期比 7.5％増）、営業利益 2 億 85 百万円（前年同期比

27.7％増）となりました。 

デイスカウントストア 1 店舗の開店と、食品スーパー1 店舗の改装および、１店舗につきまし

ては経営効率を考え営業時間の変更を行いました。ローコスト経営の推進で営業利益は増加

いたしました。 
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［ドラッグストア事業］ 

営業収益 23 億 24 百万円（前年同期比 6.6％減）、営業利益 69 百万円（前年同期比 50.5％

増）となりました。 

不採算店 1店舗の閉店により営業利益は改善いたしました。 

［その他事業］ 

営業収益 1 億 93 百万円（前年同期比 5.3％減）、営業利益 12 百万円（前年同期比 66.7％

増）となりました。 

(3)当事業年度の見通し 

今後の見通しにつきましては、好調な企業業績を背景に民間消費が上向き、景気拡大が継続

していくことが予想されますが、原油を初めとする素原材料の高騰、人件費の上昇など先行き

不安感はあります。また出店競争、低価格での販売競争はさらに激しくなり、当社を取り巻く

経営環境は依然厳しい状況が続くものと予想されます。  

このような状況を踏まえまして、不採算店舗については業態変更による立て直しや思い切っ

た閉店を行うとともに、粗利益率の改善に一層の重点を置き取組んでまいります。経費節減に

つきましても徹底したローコスト経営をさらに推進してまいりたいと存じます。また、店舗開

発面では異業態の企業と共同して複数の業種で出店していく店舗開発に力を入れておりますが、

本年中に出店を予定しているスーパーマーケットは 3 店舗、そのうち 2 店舗をそれで計画して

おります。あわせてディスカウントストア１店舗の出店も計画しております。 

以上を含めまして、18 年 5 月期の連結業績予想といたしましては、 

       売 上 高     306 億円        （前期比 8.1％増）  

       経常利益            6 億 80 百万円 （前期比 4.8％増） 

              当期純損失          1 億円        （前期比 3億 51 百万円減） 

を見込んでおります。 

 ２．財政状態 

(1)資産、負債、資本の状況 

資産については、現預金が 1 億 6 百万円、売掛金 61 百万円、繰延税金資産が 1 億 44 百万円

の増加、有形固定資産 4 億 35 百万円の減少等により前連結会計年度末に比べ 1 億 13 百万円の

資産の減少となりました。特に、有形固定資産の大きな減少は、減損処理によるものです。 

流動負債は､買掛金 1 億 72 百万円の増加等により、1 億 69 百万円の増加、固定負債について

は、大きな変動はなく、総負債は前連結会計年度末に比べ 1億 64 百万円の増加となりました。 

資本は利益剰余金の減少により、前連結会計年度末に比べ 2 億 78 百万円の減少となりました。 

以上の結果、当中間連結会計期間末の自己資本比率は、47.6％から 45.3％になりました。 

   (2)キャッシュ・フローの状況 

連結ベースでの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、

1億 6百万円増加し、当中間連結会計期間末には 20 億 64 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は、4億 40 百万円となり前中間連結会計期間に比べ 66 百万円の

減少になりました。税金等調整前中間純損失は 2 億 45 百万円となりましたが、減損損失が 6 億

33 百万円発生したことなどによるものです。 
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前中間連結会計期間との差の主な要因は、仕入債務の増加 1 億 72 百万円、たな卸資産の増加

37 百万円や法人税等の支払額 1億 91 百万円などによるものです。 

（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、3 億 7百万円となりました。有形固定資産の売却による収入が

80 百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出及び敷金保証金の差入による支出が

1億 89 百万円増加したことなどにより、前中間連結会計期間に比べ 1億 46 百万円増加となりま

した。 

（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、26 百万円となりました。短期借入金の増減はなく、新規に

長期借入金 1 億 20 百万円を行ったことから、前中間連結会計期間に比べ 2 億 46 百万円の減少

となりました。 

 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成 16 年 5月期 平成 17 年 5月期 平成 18 年 5月期
 

中間 期末 中間 期末 中間 

株主資本比率(％) 44.4 45.2 47.2 47.6 45.3 

時価ベース株主資

本比率(％) 
10.4 16.9 18.9 25.0 29.0 

債務償還年数(年) 2.6 3.0 2.1 2.1 2.2 

インタレスト・ガバ

レッジ・レシオ(倍) 
21.3 17.8 25.3 23.7 26.7 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出してお

ります。 

※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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。有利子負債は、連結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全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、

連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※ 債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため 2 倍に

しております。 
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4.中間連結財務諸表等 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年11月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年11月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年５月20日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   1,919,455 2,068,727  1,962,166

２ 売掛金   417,164 448,233  386,277

３ 有価証券   761 761  761

４ たな卸資産   1,272,022 1,427,361  1,390,175

５ 繰延税金資産   63,921 60,671  61,272

６ その他   158,738 178,094  283,966

貸倒引当金   △1,690 △440  △606

流動資産合計   3,830,373 38.7 4,183,410 42.3  4,084,013 40.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※２ 1,941,787 1,690,187 1,906,356 

(2) 機械装置 
  及び運搬具 

 15,113 12,458 13,051 

(3) 土地 ※２ 2,295,095 2,122,690 2,295,095 

(4) 建設仮勘定  9,019 475 ─ 

(5) その他  303,262 4,564,278 278,199 4,104,010 325,297 4,539,801

２ 無形固定資産   86,183 15,733  17,104

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  88,704 98,957 91,328 

(2) 長期前払費用  48,536 57,054 60,780 

(3) 繰延税金資産  65,042 212,114 67,803 

(4) 差入敷金保証金  1,191,047 1,173,566 1,101,198 

(5) その他  35,434 37,352 33,693 

貸倒引当金  △1,807 1,426,958 △2,692 1,576,352 △2,712 1,352,091

固定資産合計   6,077,420 61.3 5,696,097 57.7  5,908,997 59.1

資産合計   9,907,794 100.0 9,879,507 100.0  9,993,010 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成16年11月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年11月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年５月20日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形   1,970 2,274  2,703

２ 買掛金   2,040,210 2,332,865  2,159,999

３ 短期借入金 ※２  1,495,092 1,390,078  1,375,984

４ 未払金   53,828 83,421  105,667

５ 未払費用   277,773 312,347  295,322

６ 未払法人税等   142,661 174,090  213,583

７ 未払消費税等   46,445 46,010  36,606

８ 賞与引当金   98,765 83,410  69,798

９ その他   34,857 44,304  39,409

流動負債合計   4,191,604 42.3 4,468,803 45.2  4,299,074 43.0

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２  667,126 523,047  544,110

２ 退職給付引当金   80,545 89,564  87,277

３ その他   295,981 322,392  308,378

固定負債合計   1,043,653 10.5 935,004 9.5  939,766 9.4

負債合計   5,235,257 52.8 5,403,807 54.7  5,238,841 52.4

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   808,289 8.2 808,289 8.2  808,289 8.1

Ⅱ 資本剰余金   855,619 8.6 855,619 8.7  855,619 8.6

Ⅲ 利益剰余金   3,008,010 30.4 2,805,626 28.4  3,088,378 30.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  6,861 0.1 12,834 0.1  8,359 0.1

Ⅴ 自己株式   △6,244 △0.1 △6,669 △0.1  △6,476 △0.1

資本合計   4,672,536 47.2 4,475,700 45.3  4,754,169 47.6

負債及び資本合計   9,907,794 100.0 9,879,507 100.0  9,993,010 100.0
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② 【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   14,076,587 100.0 14,755,585 100.0  28,305,001 100.0

Ⅱ 売上原価   11,311,488 80.4 11,860,369 80.4  22,722,101 80.3

売上総利益   2,765,099 19.6 2,895,215 19.6  5,582,900 19.7

Ⅲ その他の営業収入   79,059 0.6 81,413 0.6  156,042 0.6

営業総利益   2,844,158 20.2 2,976,628 20.2  5,738,942 20.3

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１  2,566,890 18.2 2,609,225 17.7  5,146,470 18.2

営業利益   277,267 2.0 367,403 2.5  592,472 2.1

Ⅴ 営業外収益    

１ 受取利息  3,106 3,714 6,955 

２ 受取配当金  875 967 3,664 

３ 電算機事務処理料  23,742 24,127 47,739 

４ その他  32,947 60,672 0.4 21,842 50,652 0.3 53,044 111,404 0.4

Ⅵ 営業外費用    

１ 支払利息  20,633 16,724 38,473 

２ その他  8,872 29,506 0.2 7,441 24,166 0.1 16,739 55,213 0.2

経常利益   308,434 2.2 393,889 2.7  648,663 2.3

Ⅶ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  1,744 ─ 1,744 

２ 貸倒引当金戻入益  13,680 15,424 0.1 186 186 0.0 13,762 15,506 0.0

Ⅷ 特別損失    

１ 固定資産売却損  ─ ─ 1,930 

２ 固定資産除却損  38,306 5,889 113,208 

３ 減損損失 ※２ ─ 633,438 ─ 

４ 貸倒引当金繰入額  1,000 ─ 2,002 

５ 店舗契約解約損  ─ ─ 1,000 

６ 退職給付会計基準 
  変更時差異償却額 

 4,238 43,544 0.3 ─ 639,328 4.3 8,476 126,616 0.4

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

  280,313 2.0 ─ ─  537,552 1.9

税金等調整前中間 
(当期)純損失 

  ─ ─ 245,252 1.6  ─ ─

法人税、住民税 
及び事業税 

 131,618 159,465 289,835 

法人税等調整額  △3,038 128,579 0.9 △146,744 12,721 0.1 △4,165 285,670 1.0

中間(当期)純利益   151,734 1.1 ─ ─  251,881 0.9

中間(当期)純損失   ─ ─ 257,974 1.7  ─ ─
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③ 【中間連結剰余金計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年５月21日
至 平成16年11月20日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月21日
至 平成17年５月20日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  855,619 855,619  855,619

Ⅱ 資本剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 855,619 855,619  855,619

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  2,876,114 3,088,378  2,876,114

Ⅱ 利益剰余金増加高    

 中間(当期)純利益  151,734 151,734 ─ ─ 251,881 251,881

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 中間(当期)純損失  ─ 257,974  ─ 

 配当金  14,837 19,777  34,617 

 役員賞与  5,000 19,837 5,000 282,751 5,000 39,617

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  (期末)残高 

 3,008,010 2,805,626  3,088,378
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年５月21日
至 平成16年11月20日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成16年５月21日
至 平成17年５月20日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間 
(当期)純利益(△純損失) 

 280,313 △245,252 537,552

減価償却費  138,451 119,870 287,108

減損損失  ─ 633,438 ─

賞与引当金の増加額 
(△減少額) 

 27,099 13,612 △1,867

貸倒引当金の減少額  △11,480 △186 △11,659

退職給付引当金の増加額  6,142 2,286 12,874

受取利息及び受取配当金  △3,982 △4,682 △10,620

支払利息  20,633 16,724 38,473

投資有価証券売却益  △1,744 ─ △1,744

有形固定資産除却損  24,180 5,889 30,009

有形固定資産売却損  ─ ─ 1,930

無形固定資産除却損  11,999 ─ 80,643

店舗契約解約損  ─ ─ 1,000

売上債権の減少額 
(△増加額) 

 3,449 △61,956 34,336

たな卸資産の減少額 
(△増加額) 

 90,752 △37,185 △27,400

仕入債務の増加額  82,335 172,436 202,856

建設協力金に含まれる 
前払家賃の減少額 
(△増加額) 

 1,152 1,751 △13,185

役員賞与の支払額  △5,000 △5,000 △5,000

その他  △7,308 32,765 △2,103

小計  656,994 644,513 1,153,204

利息及び配当金の受取額  3,982 4,682 10,620

利息の支払額  △20,077 △16,516 △37,782

法人税等の支払額  △133,697 △191,970 △228,993

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 507,201 440,707 897,048
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年５月21日
至 平成16年11月20日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成16年５月21日
至 平成17年５月20日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

定期預金の純減少額 
(△純増加額) 

 9,839 △0 9,839

有形固定資産の取得 
による支出 

 △223,761 △310,902 △399,720

有形固定資産の売却 
による収入 

 82 80,402 698

無形固定資産の取得 
による支出 

 △180 △643 △474

投資有価証券の取得 
による支出 

 △5,027 △119 △5,138

投資有価証券の売却 
による収入 

 8,343 ─ 8,343

敷金保証金等の差入 
による支出 

 △4,845 △106,920 △128,789

敷金保証金等の回収 
による収入 

 53,351 34,553 266,144

貸付金の回収による収入  1,830 900 2,925

その他  △198 △4,558 642

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △160,566 △307,291 △245,530

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の純減少額  △100,000 ─ △200,000

長期借入れによる収入  ― 120,000 ─

長期借入金の返済による
支出 

 △158,177 △126,969 △300,301

自己株式の取得 
による支出 

 △290 △193 △522

配当金の支払額  △14,777 △19,693 △34,593

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △273,245 △26,856 △535,417

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 ─ ─ ─

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増加額 

 73,389 106,560 116,099

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 1,841,415 1,957,515 1,841,415

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

※ 1,914,805 2,064,076 1,957,515
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

１ 連結の範囲に関する事

項 

(1) 連結子会社の数 ４社 

連結子会社は、株式会社梅

乃家、株式会社シモカワド

ラッグ、株式会社下川調剤

及び株式会社マミーズマー

ケットの４社であります。 

(1)      同左 (1)      同左  

 (2) 非連結子会社は、佐伯大同

青果株式会社の１社であり

ます。 

非連結子会社は小規模であ

り、総資産、売上高、中間

純損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見合う

額)等は、中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしてお

りません。 

(2)      同左 (2) 非連結子会社は、佐伯大同

青果株式会社の１社であり

ます。 

非連結子会社は小規模であ

り、総資産、売上高、当期

純損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見合う

額)等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼし

ておりません。 

２ 持分法の適用に関する

事項 

非連結子会社１社については、

中間純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないた

め、当該会社に対する投資勘定

については、持分法の適用はせ

ず原価法により評価しておりま

す。 

同左 非連結子会社１社については、

当期純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないた

め、当該会社に対する投資勘定

については、持分法の適用はせ

ず原価法により評価しておりま

す。 

３ 連結子会社の(中間)決

算日等に関する事項 

連結子会社の中間決算日は中間

連結決算日と一致しておりま

す。 

同左 連結子会社の決算日は連結決算

日と一致しております。 

４ 会計処理基準に関する

事項 

(1) 重要な資産の評価基

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 

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直

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 

 

 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格

等に基づく時価法 

(評価差額は全部資本直

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 

同左 

 ② たな卸資産 

主として売価還元法による

原価法 

② たな卸資産 

同左 

② たな卸資産 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

(2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物(建物附属

設備を除く)については、定

額法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価

額については、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。 

① 有形固定資産 

同左 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

定額法 

ソフトウエア(自社利用)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。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

(3) 重要な引当金の計上

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

性を勘案して、回収不能見

込額を計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備え

るため、賞与支給見込額に

基づき計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

同左 

 ③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

て、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末におい

て発生していると認められ

る額を計上しております。 

なお、会計基準変更時差異

(42,378千円)については、

５年による按分額を費用処

理しております。 

また、数理計算上の差異に

ついては、各連結会計年度

の発生時における従業員の

平均残存勤務期間内の一定

年数(５年)による定額法に

より、翌連結会計年度から

費用処理する方法によって

おります。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

て、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末におい

て発生していると認められ

る額を計上しております。 

また、数理計算上の差異に

ついては、各連結会計年度

の発生時における従業員の

平均残存勤務期間内の一定

年数(５年)による定額法に

より、翌連結会計年度から

費用処理する方法によって

おります。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

て、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

連結会計年度末において発

生していると認められる額

を計上しております。 

なお、会計基準変更時差異

(42,378千円)については、

５年による按分額を費用処

理しております。 

また、数理計算上の差異に

ついては、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間内

の一定年数(５年)による定

額法により、翌連結会計年

度から費用処理する方法に

よっております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

(4) 重要なリース取引の

処理方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

(5) その他中間連結財務

諸表(連結財務諸表)

作成のための重要な

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。 

  消費税等の会計処理 

同左 

  消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・

フロー計算書(連結キャ

ッシュ・フロー計算書)

における資金の範囲 

資金(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か月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

同左 同左 
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会計処理の変更 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前連結事業年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

  固定資産の減損に係る

会計基準 

――――― ｢固定資産の減損に係る会計基

準｣(｢固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書｣（企

業会計審議会 平成14年８月９

日）)及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６

号）を当中間連結会計期間から

適用しております。 

 これにより税金等調整前中間

純利益」が610百万円減少してお

ります。 

 なお、減損損失累計額につい

ては、改正後の中間連結財務諸

表規則に基づき、各資産の金額

から直接控除しております。 

――――― 

 

追加情報 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

  外形標準課税 実務対応報告第12号「法人事業

税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」(企業会計基準

委員会平成16年２月13日)に基づ

き、法人事業税の付加価値割及

び資本割7,316千円を販売費及び

一般管理費として処理しており

ます。 

――――― 実務対応報告第12号「法人事業

税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」(企業会計基準

委員会平成16年２月13日)に基づ

き、法人事業税の付加価値割及

び資本割15,500千円を販売費及

び一般管理費として処理してお

ります。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 
(平成16年11月20日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年11月20日) 

前連結会計年度末 
(平成17年５月20日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は2,831,594千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は2,981,505千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は2,885,075千円でありま

す。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

通りであります。 

建物及び 
構築物 

549,210千円

土地 2,136,100 

計 2,685,310 

上記に対応する債務は次の通

りであります。 

短期借入金 704,012千円

長期借入金 545,226 

計 1,249,238 
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

通りであります。 

建物及び 
構築物 

460,013千円

土地 1,773,497 

計 2,233,510 

上記に対応する債務は次の通

りであります。 

短期借入金 635,710千円

長期借入金 280,468 

計 916,179 
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の

通りであります。 

建物及び 
構築物 

504,918千円

土地 2,132,600 

計 2,637,518 

上記に対応する債務は次の通

りであります。 

短期借入金 645,616千円

長期借入金 343,347 

計 988,964 
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(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

であります。 
報酬及び 
給与手当 

1,092,545千円

賞与引当金 
繰入額 

97,565 

賃借料 436,098 
  

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

であります。 
報酬及び 
給与手当 

1,158,166千円

賞与引当金
繰入額 

82,360 

賃借料 444,949 
  

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通り

であります。 
報酬及び 
給与手当 

2,291,093千円

賞与引当金 
繰入額 

69,798 

賃借料 869,731 
 

※２    ―――――       ※２ 減損損失について 

(１)概要 

減損損失の内容は次の通りであり
ます。 

当中間連結会計期間において、以
下の資産について減損損失を計上し
ております。 
用 途 種 類 場 所 

営業用
店舗 
 

土地、建物、
構築物、 
器具備品、 
リース資産 

大分県大分市

大分県臼杵市

大分県津久見市

熊本県熊本市

熊本県菊池郡

宮崎県宮崎市

宮崎県日向市

賃貸用
資産 

土地、建物、
構築物、 
器具備品 

大分県佐伯市

熊本県熊本市
宮崎県宮崎郡

遊休 
資産 

建物、構築物
、器具備品 

宮崎県延岡市

当社グループは、キャッシュ・フ

ローを生み出す 小の単位として、

店舗を基本単位とし、また賃貸用資

産及び遊休資産については、物件単

位毎にグルーピングしております。

営業活動から生じる損益が継続し

てマイナスとなっている店舗及び賃

貸用資産や土地の時価の下落が著し

い店舗、賃貸用資産及び遊休資産を

対象とし、回収可能価額が帳簿価額

を下回るものについて土地、建物及

び構築物等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。 

(２)減損損失の金額 

固定資産の種類 
金額 
(千円) 

土地 359,103
建物及び構築物 219,843
その他 54,491
計 633,438

(３)回収可能価額の算定方法 

回収可能価額が使用価値の場合

は、将来キャッシュ・フローを

5.0％の割引率で割り引いて計算し

ております。回収可能価額が正味売

却価額の場合には、不動産鑑定評価

額を基に算出評価しております。 

※２    ―――――      
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係 

(平成16年11月20日)
現金及び 
預金勘定 

1,919,455千円

預入期間が 
３か月を 
超える 
定期預金 

△5,411 

有価証券 
(MMF) 

761 

現金及び 
現金同等物 

1,914,805 
 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係 

(平成17年11月20日)
現金及び 
預金勘定 

2,068,727千円

預入期間が 
３か月を 
超える 
定期預金 

△5,412 

有価証券 
(MMF) 

761 

現金及び 
現金同等物 

2,064,076 
 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

 

(平成17年５月20日)
現金及び 
預金勘定 

1,962,166千円

預入期間が 
３か月を 
超える 
定期預金 

△5,412 

有価証券 
(MMF) 

761 

現金及び 
現金同等物 

1,957,515 
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(リース取引関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年５月21日 
至 平成16年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日) 

リース物件の所有権が借主に移転さ

れると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 
 有形固定資産 

機械装置及び

運搬具 

(千円) 

有形固定資産 

工具器具及び

備品 

(千円) 

無形固定資産 

ソフト

ウェア

(千円)

合 計 

(千円) 

取得価額 

相当額 
35,000 802,164 61,786 898,951

減価償却 

累計額 

相当額 

29,750 435,739 46,302 511,792

中間期末 

残高 
5,250 366,425 15,483 387,158

 

リース物件の所有権が借主に移転さ

れると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 
 有形固定資産

工具器具及び

備品 

(千円)

無形固定資産

ソフト

ウェア

(千円)

合 計

(千円)

取得価額

相当額
841,344 61,786 903,130

減価償却

累計額

相当額

493,339 56,865 550,205

減損損失

累計額

相当額

29,038 ― 29,038

中間期末

残高 
318,966 4,920 323,886

 

リース物件の所有権が借主に移転さ

れると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 
 有形固定資産 

機械装置及び

運搬具 

(千円) 

有形固定資産 

工具器具及び

備品 

(千円) 

無形固定資産

ソフト

ウェア

(千円)

合 計

(千円)

取得価額

相当額
35,000 892,439 61,786 989,225

減価償却

累計額

相当額

31,500 499,588 51,584 582,672

中間期末

残高 
3,500 392,851 10,202 406,553

 
 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 133,542千円

１年超 265,251千円

合計 398,794千円
 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間期

末残高 

 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 111,857千円
１年超 221,583千円
合計 333,440千円

リース資産減損勘定中間期末残

高 

24,398千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

 

１年以内 132,269千円

１年超 284,813千円

合計 417,082千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 72,647千円

減価償却費 
相当額 

67,247千円

支払利息 
相当額 

4,380千円
 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 71,772千円
リース資産減損

勘定の取崩額 
4,640千円

減価償却費 
相当額 

68,288千円

支払利息 
相当額 

3,089千円

減損損失 29,038千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 147,251千円

減価償却費 
相当額 

138,127千円

支払利息 
相当額 

8,324千円
 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

………リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする

定額法によっておりま

す。 

利息相当額の算定方法 

………リース料総額とリース物

件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各

期への配分方法について

は、利息法によっており

ます。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

………同左 

 

 

 

利息相当額の算定方法 

………同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

………同左 

 

 

 

利息相当額の算定方法 

………同左 
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５.セ グ メ ン ト 情 報 
【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年５月21日 至 平成16年11月20日) 
 

 
スーパー 
マーケット
事業(千円)

ドラッグ 
ストア 

事業(千円)

その他事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社(千円) 

連結 
(千円) 

 営業収益及び営業損益  

営業収益  

(1) 外部顧客に対する 
営業収益 

11,463,086 2,487,791 204,769 14,155,647 ─ 14,155,647

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

10,823 1,127 170,090 182,042 (182,042) ─

計 11,473,910 2,488,918 374,860 14,337,689 (182,042) 14,155,647

営業費用 11,250,318 2,442,614 367,569 14,060,502 (182,122) 13,878,379

営業利益 223,591 46,304 7,290 277,187 80 277,267

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各事業区分の主な内容 

(1) スーパーマーケット事業 …… 生鮮食品、一般食料品及び日用雑貨品等の販売 
レジャー関連用品(主に釣具)の販売 

(2) ドラッグストア事業 ………… 医薬品、化粧品及び日用雑貨品等の販売 
調剤薬局の経営 

(3) その他事業 …………………… 弁当類・飲食物の製造・販売 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年５月21日 至 平成17年11月20日) 

 
スーパー 
マーケット
事業(千円)

ドラッグ 
ストア 

事業(千円)

その他事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社(千円) 

連結 
(千円) 

 営業収益及び営業損益  

営業収益  

(1) 外部顧客に対する 
営業収益 

12,318,528 2,324,646 193,823 14,836,998 ─ 14,836,998

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

5,335 1,465 172,455 179,256 ( 179,256) ─

計 12,323,864 2,326,112 366,278 15,016,255 ( 179,256) 14,836,998

営業費用 12,038,355 2,256,445 354,123 14,648,924 ( 179,328) 14,469,595

営業利益 285,509 69,666 12,155 367,331 72 367,403

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 
(1) スーパーマーケット事業 …… 生鮮食品、一般食料品及び日用雑貨品等の販売 

レジャー関連用品(主に釣具)の販売 
(2) ドラッグストア事業 ………… 医薬品、化粧品及び日用雑貨品等の販売 

調剤薬局の経営 
(3) その他事業 …………………… 弁当類・飲食物の製造・販売 

３ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計処理の変更」に記載のとおり、当中

間連結会計期間より「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会平成 15 年 10

月 31 日 企業会計基準適用指針第 6 号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比べ各

セグメントに与える影響額は軽微であります。 
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前連結会計年度(自 平成16年５月21日 至 平成17年５月20日) 
 

 
スーパー 
マーケット
事業(千円)

ドラッグ 
ストア 

事業(千円)

その他事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社(千円) 

連結 
(千円) 

 営業収益及び営業損益  

営業収益  

(1) 外部顧客に対する 
営業収益 

23,257,338 4,808,019 395,686 28,461,044 ─ 28,461,044

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

19,122 2,703 339,144 360,970 ( 360,970) ─

計 23,276,460 4,810,722 734,831 28,822,014 ( 360,970) 28,461,044

営業費用 22,834,925 4,677,347 717,493 28,229,765 ( 361,193) 27,868,572

営業利益 441,535 133,375 17,337 592,248 223 592,472

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各事業区分の主な内容 

(1) スーパーマーケット事業 …… 生鮮食品、一般食料品及び日用雑貨品等の販売 
レジャー関連用品(主に釣具)の販売 

(2) ドラッグストア事業 ………… 医薬品、化粧品及び日用雑貨品等の販売 
調剤薬局の経営 

(3) その他事業 …………………… 弁当類・飲食物の製造・販売 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所

在する子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当

事項はありません。 
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６．生産、受注及び販売の状況 
(1) 生産実績 

 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

その他事業 349,817 98.5 

 (注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

上記、「その他事業」に係る生産は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

 

(3) 販売実績 

 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

スーパーマーケット事業 12,249,115 107.5 

ドラッグストア事業 2,312,646 93.4 

その他事業 193,823 94.7 

合計 14,755,585 104.8 

 (注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 販売高に対し10％以上に該当する販売先がないため、相手先別の販売実績は記載しておりません。 

３ 上記販売実績は、営業収益から「その他の営業収入」を除いた「売上高」を記載しております。 

 

(4) 仕入実績 
 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

スーパーマーケット事業 10,014,657 108.7 

ドラッグストア事業 1,656,676 93.2 

その他事業 185,335 98.2 

合計 11,856,669 106.1 

 (注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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７．有 価 証 券 関 係 
前中間連結会計期間(平成16年11月20日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 32,241 45,805 13,563

(2) 債券  

国債・地方債等 ─ ─ ─

社債 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

(3) その他 23,379 21,329 △2,050

合計 55,621 67,134 11,513

３ 時価評価されていない主な「有価証券」 

 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) 非連結子会社株式(非上場) 9,700

(2) その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 11,870

マネー・マネージメント・ファンド 761

 

 

当中間連結会計期間(平成17年11月20日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
(千円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 32,245 55,284 23,038

(2) 債券  

国債・地方債等 ─ ─ ─

社債 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

(3) その他 23,606 22,103 △1,503

合計 55,852 77,387 21,534

３ 時価評価されていない主な「有価証券」 

 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) 非連結子会社株式(非上場) 9,700

(2) その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 11,870

マネー・マネージメント・ファンド 761
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前連結会計年度(平成17年５月20日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 32,241 49,101 16,859

(2) 債券  

国債・地方債等 ─ ─ ─

社債 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

(3) その他 23,491 20,656 △2,834

合計 55,732 69,758 14,025

３ 時価評価されていない主な「有価証券」 

 

 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) 非連結子会社株式(非上場) 9,700

(2) その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 11,870

マネー・マネージメント・ファンド 761

 

 

 

８．デリバティブ取引関係 
前中間連結会計期間(自平成16年５月21日 至平成16年11月20日)、当中間連結会計期間(自平成17

年５月21日 至平成17年11月20日)及び前連結会計年度(自平成16年５月21日 至平成17年５月20

日) 

当グループではデリバティブ取引は全く行っておりませんので、該当事項はありません。 


