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１．平成17年12月期の連結業績 (平成17年１月１日～平成17年12月31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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 997,103 △3.3 1,233 △87.1 △6,160 －

16年12月期 1,031,527 － 9,550 － 501 －

当期純利益
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

株主資本

当期純利益率

総資本

経常利益率

売上高

経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 △17,774 － △25 43 －  △32.2 △1.0 △0.6

16年12月期 △12,318 － △19 63 －  △266.0 0.1 0.0

 (注) ①持分法投資損益 17年12月期 △24百万円 16年12月期 204百万円

②期中平均株式数(連結)(普通株式) 17年12月期 698,897,459株 16年12月期 627,448,440株

　　　　　　　　　　  (優先株式については別紙ご参照ください)   

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

⑤決算期変更のため平成16年12月期の売上高、利益につきましては前年との比較を行っていません。 

(2) 連結財政状態 (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。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月期 651,386 109,439 16.8 33 16

16年12月期 645,488 1,112 0.2 1 72

 (注) 期末発行済株式数 (連結) 17年12月期 887,734,013株 16年12月期 647,349,342株

                     (優先株式については別紙ご参照ください)   

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 (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。

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

17年12月期 9,866 △14,968 25,562 109,433

16年12月期 △4,254 △8,638 5,109 88,247

(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 18社 持分法適用非連結子会社数 ０社 持分法適用関連会社数 １社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結 (新規) １社  (除外) ８社 持分法 (新規) ０社  (除外) ３社

２．平成18年12月期の連結業績予想 (平成18年１月１日～平成18年12月31日)  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 471,000 △1,700 △54,500

通　期 966,000 0 △54,500

 (参考)１株当たり予想当期純利益 (通期)　　△61円39銭

※　上記に記載した予想数値は、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、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の９ページを参照して下さい。
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 「期中平均株式数」(自己株式数控除後)

 17年12月期 16年12月期

 普通株式 698,897,459株 627,448,440株

 Ａ種優先株式 666,666株 －

 Ｂ種優先株式 1,000,000株 －

 Ｃ種優先株式 1,000,000株 －

 Ｄ種優先株式 4,000,000株 －

 「期末発行済株式数」(自己株式控除後)

 17年12月期 16年12月期

 普通株式  887,734,013株 647,349,342株

 Ａ種優先株式 8,000,000株 －

 Ｂ種優先株式 12,000,000株 －

 Ｃ種優先株式 12,000,000株 －

 Ｄ種優先株式 48,000,000株 －

「17年12月期の業績」指標算式

○１株当たり当期純利益

当期純利益－普通株式に帰属しない金額

 普通株式の期中平均発行株式－普通株式の期中平均自己株式数

 

○１株当たり株主資本

月末株主資本－期末優先株式発行済株式数×発行価格－普通株主に帰属しない金額

 普通株式の期末発行済株式
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　　企業集団の状況

　当社の企業集団は、当社、子会社18社、関連会社２社で構成され、小売事業,不動産事業により生活の向上に役立つ事

業の展開を行っています。

  当社の親会社はワイオミング ホールディング ジーエムビーエイチです。なお、同社はウォルマート・ストアーズInc.

が株式を100％間接保有する持株会社であります。その他、兄弟会社ウォルマート　アドバイザリー サービスからマネ

ジメント・サービスの提供を受けています。

 当グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントは次のとおりであります。

事業の種類別

セグメント
主な事業内容 主要な会社名 連結会社数 持分法適用会社数

小売事業

総合小売・スーパーマーケット事業

 

惣菜事業

 専門店事業

輸出入・卸売事業

その他の小売事業

㈱西友

◎㈱九州西友

◎㈱北海道西友　

◎㈱エス・エス・ブイ

◎㈱サニー　

◎㈱東北西友 

◎㈱若菜　他４社

◎㈱ニジコム

 ◎㈱西友プロキュアメント

◎二光㈱

□国分システムギフト㈱    他１社

15社 １社

不動産事業 不動産賃貸事業 ◎㈱エスシーシー　他３社 ４社 －

  ◎連結子会社　□持分法適用会社 持分法非適用関連会社　１社

 以上の企業集団についての事業の系統図は、次のとおりであります。

 

上記会社との経営上の重要な契約

 　　　技術受入契約

 　　　　ウォルマート アドバイザリー サービス(Wal-Mart Advisory Services.)

 　　　　Management Service Agreement:日本国内の店舗営業、店舗開発、市場分析、経営管理等のマネジメント・サービスの提供

 　　　　ウォルマート・ストアーズ Inc.(Wal-Mart Stores Inc.)

 　　　　License Agreement:商標、ノウハウ、ソフトウェア、その他の独自の情報及ぶ知的財産の使用権の供与
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　　経営方針
１．経営の基本方針

　当社グループは、「顧客最優先」の理念のもと、お客様に「西友のある街に住む幸せ」を感じていただける良質な

店舗・商品・サービスの提供を通じて、地域社会への貢献を果たすことを基本方針としてまいりました。

　小売業とその関連分野に経営資源を集約し、お客様のご支援を得て更なる成長を目指すとともに、業界に先がけた

地球環境問題への取り組みなど、企業市民としての役割を積極的に果たすことで、お客様、株主の皆様、お取引先様、

従業員および社会全体に貢献してまいります。

２．利益配分に関する基本方針

　当社は、小売本業の成長力・収益力を高め、継続的な企業価値向上を図ることが、株主の皆様の利益に結びつくも

のと考えております。

　しかしながら、過去における多角化等、非小売事業からの撤退により、多額の未処理損失が計上されております。

　これからは、ウォルマート・ストアーズInc(以下「ウォルマート社」)と進めてきた取り組みを活用し、小売本業の

成長を実現、企業価値の向上を目指していくうえで、当面は内部留保の充実に注力してまいります。

３．中長期的な経営戦略

　当社グループは、「顧客最優先」の理念のもと、小売業に経営資源を集中し、良質なサービスの提供及び企業価値

向上の実現に取り組み、お客様、株主の皆様、お取引先様、従業員及び地域社会から最も尊敬され、信頼される小売

グループとなることを目指します。

　そのため、ウォルマート社の経営ノウハウ、ビジネスモデルの導入を進めることで、店舗オペレーションの効率化、

商品調達力の強化、情報システムインフラの整備など小売事業基盤の構造的な改善を推進してまいります。

　また、グループ経営の強化に向けて、中核となる小売事業グループにおいては、今後さらなる規模の拡大を図ると

ともに店舗オペレーション、商品政策の一元化を推進し、あわせてグループ全体での人材資源の最適活用、間接業務

の効率化により、最適なグループ連結経営を推進してまいります。

　さらには、従業員一人一人が笑顔でお客様に対する気持ちの良い接客をする等、小売業の基本に忠実に取り組んで

いくことにより、「顧客最優先」の精神を誠実に実践していきます。

　当社グループはウォルマート社との提携を機に、新生西友として営業力の一層の向上と収益構造の改善をはかり、

企業価値最大化に全力を注いでまいります。

４．会社の対処すべき課題

　2006年度は、これまで進めてきた取り組みをさらに進め、業績向上と新たな成長に向けた整備を図ってまいります。

【一番にお買物をしたいお店づくり】

　テルゾン(店舗発注端末)の活用や自動補充システムの拡大などにより品切れや店舗在庫の削減を進めるとともに、

地域のお客様のライフスタイルに合わせた品揃えの拡充や営業時間の拡大、お買い物しやすい買物環境を実現する

ためのクリーンアップや既存店の改装、季節行事に合わせたイベントの開催など、店舗の活性化を図り、売上の拡

大を図ります。

【品揃えの充実】

　品質が良くお買い得なＰＢ商品や直輸入の開発をさらに進めるとともに、生鮮商品や日用品を中心に品揃えを拡

充してまいります。また、ロールバックやマル得などの充実も引き続き図ります。

【社員のスキルアップ】

　店舗マネジャーが、講義に加えモデル店舗での売場研修を通じて店舗運営について学ぶ「ＳＯＬ(ストア・オブ・

ラーニング)」も全国６拠点で引き続き実施するとともに、専門技術習得のための「技能研修」や、次世代の経営幹

部を育成するための「経営塾」などについても継続して取り組んでまいります。

【新物流センターの稼動】　

　首都圏の物流センターの集約に向けてこれまで準備を進めてきた新センター(埼玉県三郷市)が2006年度中に稼動

いたします。
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【ＣＳＲ(企業の社会に対する責任)】　

　当社は、「西友ＣＳＲ方針」を策定し、西友グループ約６万人の従業員に対してＣＳＲ教育を実施いたしました。

西友ＣＳＲ方針は、これまで個々に策定していた環境方針やコンプライアンスガイドの方針などを包括的にまとめ、

小売業に関連の深い「商品」、「従業員」、「環境」、「コミュニティ」の４つの分野における方針をまとめまし

た。その活動内容を具体的にまとめた「西友サステナビリティ・レポート2005」は、「第９回環境コミュニケーショ

ン大賞(環境省後援)」において、「持続可能性報告優秀賞」を受賞いたしました。

５．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およ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

①　基本信条

　当社の事業経営は、次の３つの基本信条に基づきます。当社におけるいかなる決定も、これらの原則に照らし

て判断されます。

■　すべての人を尊重する

■　お客様のために尽くす

■　常に最高をめざす

②　コンプライアンス

　当社グループで働くすべての従業員は、各社の事業経営に適用される全ての法律及び規制に従って事業活動を

行うとともに、企業倫理及び各社のルールを遵守しなければならない。当社の従業員は、「コンプライアンスガ

イド」に従わなければならず、また、適宜子会社の「倫理規定」にも従わなければならない。

③　ノーマライゼーション

　当社グループで働くすべての従業員は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害者が普通に社会参加でき

るように、取り組まなければならない。

④　環境方針

　当社グループで働くすべての従業員は、環境への影響に慎重に配慮しながら事業活動を行い、責任ある小売業

者として行動しなければならない。

⑤　納入業者基準

　当社は、納入業者に対して所定の事業経営基準に従うよう要請する(例えば、守秘義務、児童就労の不使用、適

正な品質表示・価格表示、贈答・謝礼の禁止等)。子会社は、納入業者に対し同じ基準に従うよう要請しなくては

ならない。

⑥　株主との関係

　当社は、株主に対し、会社の事業に関して適切な情報開示をするとともに、株主との関係を良好に保たなけれ

ばならない。

⑦　企業方針の変更

　当社の企業方針は、適法な範囲で全ての子会社に適用される。各社がかかる方針の放棄又は変更を提案する場

合には、当社の取締役会による検討を経た上、その承認を得なければならない。
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(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①　会社の機関の内容

　当社は第48期定時株主総会(2003年５月29日)の決議に基づき「委員会等設置会社」へ移行し、指名委員会、監

査委員会、報酬委員会を設置しています。当社の取締役、執行役及び各委員会の人員体制(2005年12月31日現在)

および2005年度の取締役会と各委員会の開催状況は、以下のとおりです。

取締役　　　　　　　　  11名(内社外取締役７名)　　　11回開催

指名委員会　指名委員　　５名(内社外取締役３名)　　　４回開催

監査委員会　監査委員　　４名(内社外取締役３名)　　　11回開催

報酬委員会　報酬委員　　６名(内社外取締役４名)　　　５回開催

執行役　　　　　　　　　12名(内代表執行役２名及び執行役１名は取締役兼任)

②　内部統制システムの整備の状況

■委員会等設置会社

　当社は委員会等設置会社へ移行したことにより、経営の監督機能としての「取締役」と業務執行機能として

の「執行役」が分離されました。また、過半数が社外取締役で構成される指名委員会、監査委員会、報酬委員

会の各委員会が取締役会と密接な連携を取ることにより、取締役会の監督機能はさらに強化され企業統治の透

明性が向上しました。併せて業務執行組織を11のファンクション(部門)に簡素化したことにより、経営の透明

性・客観性および経営の意思決定の迅速化を図ることができ、企業統治の実効性を高めています。

■監査委員会

　監査委員会の専従スタッフは設置していませんが、内部監査部が監査委員の求め、または指示により適宜、

監査委員会の職務遂行を補助しています。

　内部監査部の部門長は、執行役でない使用人としています。執行役からの独立性を確保するため当該部門長

の任命・解任・異動・報酬については、監査委員会が決定するものとしています。また、取締役、執行役およ

び使用人は、内部監査部が内部監査を行うに際し、一切不当な制約をしてはならないとしています。

■コンプライアンス

　当社はコンプライアンス委員会を中心に「コンプライアンス経営」の確立に取り組んでいます。その活動の

内容としては、コンプライアンスガイドおよびビデオを作成しグループ会社を含めたコンプライアンスに関す

る社員教育を実施、また、社員からの法令等の遵守に関する内部報告制度である「コンプライアンス・ホット

ライン」を設置しています。コンプライアンス委員会は、「安全衛生管理委員会」「公正取引運営委員会」「表

示適正委員会」から、定期的に活動報告を受けるとともに、コンプライアンスに関する事項につき、適時、監

査委員会に報告しています。

■ＣＳＲ

　当社は、1997年に「ＩＳＯ14001(環境に対する国際規格)」の認証を得てから、環境活動に対して積極的に取

り組んできましたが、2004年度には、ＣＳＲ(企業の社会的責任)の観点から新たに「ＣＳＲ委員会」を設置し

ました。

2005年度には「西友ＣＳＲ方針」を策定し、西友グループ約６万人の従業員に対してＣＳＲ教育を実施いたし

ました。西友ＣＳＲ方針は、これまで個々に策定していた環境方針やコンプライアンスガイドの方針などを包

括的にまとめ、小売業に関連の深い「商品」、「従業員」、「環境」、「コミュニティ」の４つの分野におけ

る一企業として果たすべき責任と役割を明記しました。また、その具体的活動内容については「西友サステナ

ビリティ・レポート2005」に記載しています。　

③　リスク管理体制の整備の状況

　当社では、企業品質部が、店舗における安全衛生の確保、品質管理、事故防止などのリスク管理や棚不足削減

などロス防止対策を担当しています。そして内部監査部がリスク管理などに資するため、内部監査規程に基づき

内部監査を担当しています。また、各部門長は、定期的に監査委員会に活動報告をしています。
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　　経営成績及び財政状態

１．営業の概況

 (１) 企業集団の営業の経過および成果

【成長に向けた取り組み】

　2005年12月21日にウォルマートとみずほコーポレート銀行による1,150億円の第三者割当増資の払い込みが完了し、

当社はウォルマート社の子会社としてスタートいたしました。

　これまでもウォルマート社の協力を得ながら、成長の基盤整備を進めてまいりましたが、これまでの様々な取り

組みをさらに進めることにより、一つ一つの店がお客様の「一番のお気に入り」の店・売場となり、地域のお客様

や社会に貢献することができるように努力してまいります。

【営業の概況】

　当連結会計年度の西友グループ売上高は、9,971億３百万円(前年比96.7％)となりました。特に第１四半期は、激

しい価格競争の中で既存店昨年比は92.9％にとどまりました。しかしながら、その後、店舗運営システムの習熟・

活用など基本業務の改善による品切れの削減、取引先との協働による重点商品の売り込みや大型プロモーションの

実施、品揃えの充実や24時間営業の拡大など便利性やサービスの向上などの諸政策を積極的に進めた結果、第２四

半期98.0％、第３四半期98.6％、第４四半期101.8％と既存店昨年比は改善してまいりました。

　一方、利益面につきましては、営業利益は12億33百万円(前年比12.9％)、経常損失は61億60百万円(前連結会計年

度は経常利益５億１百万円)となりました。その主な要因は販売価格を強化するための値替などにより差益率が目標

未達成だったことです。また、10月に開催した「大創業祭」などの大型プロモーションは客数増・売上増に貢献い

たしましたが、販売管理費も増加いたしました。値替コントロールの精度を高めることなどは今後の課題となりま

した。

 　また、特別利益として投資有価証券売却益など20億31百万円を計上し、特別損失として商品評価損として約21億

円、退職給付会計基準変更時差異費用処理額として約31億円など81億48百万円を計上いたしました。

　これらに親会社における繰延税金資産の取崩約26億円を含め、当期純損失は177億74百万円となりました。

次に事業の種類別セグメントの事業は次のとおりであります。　

《小売事業》

　2005年度は、2004年度までに導入してきた様々なシステムの習熟度を高め、活用を進めてまいりました。

①　システム導入とその定着

【スマートシステム(店舗情報システム)・リテールリンク(お取引先様との情報共有システム)】

　　スマートシステムは、2005年度上期中に252店舗への導入が完了いたしました。特に導入から１年を経過した店

舗では、習熟度が高まり、売上の伸びが顕著となっております。

　　さらに、テルゾン(店舗発注端末)の活用やモジュラー(棚割り)の導入が進んだことなどにより、店舗での品切

れがピーク時の約60％まで削減されました。

　　また、店舗における商品情報をお取引先様と共有化し、納品や販売計画に活用するリテールリンクへの参加は、

約650社まで拡大いたしました。

【自動補充システムの導入】

　　2005年度末までに、関東地区の148店舗に自動補充システムを導入いたしました。これは、過去の販売実績の分

析に基づいて将来需要を予測し、店舗在庫がある一定量に減少した場合に、自動的に商品が発注されるものです。

　　例えば、靴下・ストッキングの商品では、店舗での品切れが約50％程度改善するなどの成果が出ております。

2006年度は、他地区への拡大を進める予定です。

②　商品・品揃えの強化

【新商品・単品の集積】　

　　新商品の発売にあたって、取引先と協力して集中的に販促活動を行い、同時に全店舗で新商品を１箇所に集積

して販売することにより、新商品の認知度を高める取り組みをいたしました。その結果、取り組みをした商品の

多くが売上を大きく伸ばし、当社の市場販売シェアを大きく伸ばしました。また売場の賑わいを演出することも

できました。 　
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【品揃えの改善】

　　お客様のライフスタイルの変化に対応した商品(惣菜、半加工品や簡便食品、クイックフードなど)や新規カテ

ゴリー商品(手芸用品、ホームエンターテイメントなど)の拡充、地域特性に合わせた品揃えへの対応、中・大型

店の品揃えの幅の拡大(ベター商品の導入など)などを進めてまいりました。

　　また、新しい基本什器の導入を積極的に行い、商品を選びやすく買いやすい売場作りと作業効率の改善を図り

ました。

【ＰＢ商品・直輸入商品・ロールバック】

　　お買い得な価格でお客様に提供する「マル得」や「ロールバック」商品、確かな品質の商品を手頃な価格で提

供する「グレートバリュー」や「シンプリーベーシック」などのＰＢ商品、発売開始以来お客様の高い支持を得

ている「ベルギーチョコレート」などの直輸入商品など、これからもお客様の声を反映して商品開発を進め、売

上の拡大を図ってまいります。

③　店舗営業力の強化

【店舗の改装】

  2005年度は、約15店舗の改装を行いました。改装は、地域のお客様のニーズに合わせた品揃えや売場の配置の

変更などを、ウォルマート社のノウハウにより営業を続けながら行ってまいりました。改装した店舗は、お客様

に大きな支持をいただいております。今後も引き続き、既存店の改装には一層積極的に取り組んでまいり、2006

年度には65店舗強の改装を計画しております。

【営業機会の拡大】

    多様化するお客様のニーズにお応えするために、夜間の営業にも積極的に取り組んでおり、24時間営業店舗は

200店舗を超えるまでになりました。

 　 24時間営業店舗では、特に、夜間や早朝の需要に応える商品(例えば、一人前小分け商品や、早朝の行楽客向け

商品)の品揃えや、便利でしかも安くお買い物が出来る売場の工夫(例えば、深夜の需要に合わせたカセット型什

器、夜食コーナーの設置)などを進めております。

【店舗の新設】

　　新たに開設した店舗は、西友グループ全体で当社の「竹の塚店」(東京都)、「平塚店」(神奈川県)２店舗です。

一方、閉鎖した店舗は、西友グループ全体で(株)サニーの「くまもと店」(熊本県)１店舗です。この結果、当期

末現在の店舗数は西友グループ全体で405店舗、当社としては211店舗となりました。

　  また西友(沙田)有限公司、SEIYU(SINGAPORE)PTE LTDを株式売却により連結範囲から除外し、海外小売事業から

撤退を完了しました。

④　人材の育成

【パートタイム社員】

　　2005年度は、パートタイム社員のうち約900名が「売場リーダー」「売場マネジャー」へ昇格いたしました。今

後さらにパートタイム社員からの登用を拡大したいと考えております。

【教育・研修】 

 　 売場の要である売場マネジャーへの教育を重点的に実施し、延べ6,000名が受講いたしました。さらに、水産の

技能研修や自転車整備研修など「専門技能」に係る研修(約3,800名)も進めてまいりました。

  これらの結果、小売事業の売上高は9,706億円(前期比98.5％)、営業損失は10億10百万円(前連結会計年度は営

業利益77億５百万円)となりました。

 《金融・不動産事業》

　　金融事業を営んでいましたSeiyu International Finance B.V.はその役割が終了したため解散いたしました。

これにより金融事業からの撤退は完了いたしました。

　　また、不動産事業においては遊休資産の再稼動やテナント改廃など収益向上に努める一方、保有資産の処分を

進めました。

　 これらの結果、不動産事業の売上高は55億46百万円(前期比96.2％)、営業利益は11億30百万円(前期比102.7％)

となりました。
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《その他事業》

　貿易事業等その他事業は、株式売却等により撤退いたしました。

　その他事業の売上高は604億99百万円(前期比70.0％)、営業利益は９億98百万円(前期比92.8％)となりました。

２．財政状態

【第三者割当増資】

　　当社は、資本増強のため2005年５月ウォルマート社の間接子会社であるワイオミング　ホールディング　ジー

エムビーエイチに対し発行価額の総額99億99百万円、発行株式数5,847万株、2005年12月ウォルマート社の間接子

会社であるワイオミング　ホールディング　ジーエムビーエイチなどに対し発行価額の総額1,150億円、発行株式

数25,073万株(優先株式8,000万株含む)の第三者割当増資を実施いたしました。

【連結キャッシュフローの状況】

　　当連結会計年度における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純損失122億78百万円に

減価償却費187億16百万円、などを加え、一方、売上債権の減少額75億21百万円、投資有価証券の売却益17億65百

万円の計上などがあり、差し引き98億66百万円の増加となりました。

　　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、主に有形固定資産の取得による支出が131億84百万円、投資有価証

券売却による収入が39億45百万円あったことなどにより、149億68百万円の減少となりました。

　　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、株式発行による収入1,248億94百万円等があり、255億62百万円の

増加となりました。

　　これらの結果、「現金及び現金同等物の期末残高」は前期末に比較し211億85百万円増加し、1,094億33百万円

となりました。

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期

株主資本比率 (％) 1.2 0.2 16.8

時価ベース株主資本比率 (％) 33.8 22.8 45.8

債務償還年数 (年) 8.7 ― 36.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
6.0 ― 1.0

(注)  １. 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・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　２．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います。

　　　３．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)により算出しています。

　　　４．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」を使用しています。

　　　　　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います。また、利払い　　

　　　　　については連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しています。

　　　５．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスである期につきましては記載して　　

　　　　　いません。

３．通期の見通し

　　2006年度は、これまで導入した新たなシステムの活用と、西友グループを統合した６リージョン制による店舗

運営の浸透を図り、店舗オペレーションの改善を進めてまいります。

　　そして、一品一品の商品に焦点を当てた売場をつくることにより、お客様がお買い物しやすい環境を整え、売

上高の向上を図るとともに、コスト構造の更なる改善を進めてまいります。

　　通期の見通しは、連結売上高9,660億円、経常利益０億円、当期純利益△545億円を見込んでおります。
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 ４．事業等のリスク

　当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があ

る事項には、主として以下のようなものがあります。

　なお、本項における将来に関する事項は、当連結会計年度末日(平成17年12月31日)現在において判断したもので

あります。

１．小売業における市場環境の動向

当社グループの中核事業である小売業は、景気や個人消費の動向、異常気象等の影響を受けやすい特性があります。

現状のオーバーストアが進み店舗間競争が激化している環境下で、個人消費の低迷が長期にわたり続いた場合、当

社グループの売上及び業績にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは、衣料品・住居用

品を中心に一部食品においても季節商品を販売しており、冷夏・暖冬等の異常気象が発生した場合、当社グループ

の売上及び業績にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。

２．食品の安全性 

　食品の安全性・衛生管理については、当社グループでは「安全衛生管理委員会」を設置し、お客様に安心してお

買物をして頂けるよう食品の安全確保のための施策に取り組むと共に、常に安全で衛生的な店舗の維持に努めてい

ます。しかしながら、牛海綿状脳症(ＢＳＥ)や鳥インフルエンザ等が発生する可能性は否定できず、これが発生す

ることにより一般消費者に食品に対する不安感が広まった場合、当社グループの売上及び業績にマイナスの影響を

及ぼす可能性があります。　

３．自然災害・事故等のリスク

　当社グループは自然災害や事故等からお客様の安全を確保するため、店舗の耐震性の強化、防災対応マニュアル

の整備、消防法他の法令尊守の徹底及び避難訓練の実施等万全の備えを行っています。また、対策本部の設置、通

信連絡システムの整備、情報システムのバックアップ体制の構築等を進めてきました。しかしながら、地震・台風

等の大規模自然災害による店舗施設他の被災及び予期せぬ事故等による火災等が発生した場合、当該被災店舗の営

業活動を一時休止せざるを得ない状況も予想され、当社グループの売上、業績及び財務状態にマイナスの影響を及

ぼす可能性があります。

４．法的規制

　当社グループの出店に際して、売場面積が1,000㎡超の場合「大規模小売店舗立地法」により、交通渋滞、騒音、

廃棄物等について都道府県または政令指定都市の審査および規制を受けています。 また今後郊外への出店も規制の

方向にあり、当社グループの今後の出店計画においてもこれらの法的規制により影響を受ける可能性があります。

　また、税制改正により消費税率の引き上げが実施された場合、短期的に個人消費が変動することが予想され、当

社グループの売上に影響を及ぼす可能性があります。

５．個人情報の管理

　当社グループでは、小売事業に伴う顧客の個人情報を保有しています。これらの個人情報の管理については、「個

人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、社内規定・マニュアル等を見直し、厳格な運用と従業員への教育の徹

底を行っています。これらの対策を期していますが、予想せぬ事件・事故等により個人情報の流出等が発生した場

合、当社グループの社会的信用の低下を招き、売上及び業績へマイナスの影響を及ぼす可能性があります。

６．金利・金融市場の動向

　平成17年12月31日現在の当社グループの連結有利子負債残高は、約3,600億円であります。なお長期・短期借入金

の中には固定金利の借入金もあり金利変動リスクの軽減を図っていますが、今後の金利変動・金融市場の動向によっ

ては、当社グループの金利負担・資金調達等において、業績及び財政状態にマイナスの影響を及ぼす可能性があり

ます。

７．年金債務及び年金資産

　当社グループの退職給付費用及び退職給付債務は、割引率、年金資産の期待運用収益率等の基礎率を前提に算出

しています。この前提が経済環境の変化その他の要因により変動した場合や年金資産の運用実績が低下した場合に

は、当社グループの業績及び財政状態にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。

８．減損会計の適用

　平成17年４月１日以降開始する事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」が適用されることが決定してお

り、当社グループは平成18年12月期から適用になります。減損会計の適用に伴い収益性の低い店舗等に関し固定資

産の減損処理が必要になる可能性があります。その場合、特別損失として固定資産減損損失が計上され、当社グルー

プの実績及び財政状態にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。
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　　連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

  
前連結会計年度

(平成16年12月31日)
当連結会計年度

(平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
(％)

金額（百万円）
構成比
(％)

(資産の部)        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金 ※３  90,817   114,066  

２　受取手形及び売掛金   25,708   26,353  

３　たな卸資産   54,721   50,626  

４　繰延税金資産   3,059   269  

５　その他   26,606   25,167  

６　貸倒引当金   △88   △52  

流動資産合計   200,826 31.1  216,430 33.2

Ⅱ　固定資産        

(1) 有形固定資産        

１　建物及び構築物 ※３ 353,963   362,641   

減価償却累計額  206,241 147,722  219,553 143,088  

２　土地
※２
※３

 132,348   131,843  

３　その他  35,277   37,492   

減価償却累計額  24,302 10,975  24,026 13,465  

有形固定資産合計   291,045 45.1  288,397 44.3

(2) 無形固定資産        

１　連結調整勘定   1,446   1,006  

２　その他   9,396   8,132  

無形固定資産合計   10,843 1.7  9,139 1.4

(3) 投資その他の資産        

１　投資有価証券
※１
※３

 13,492   12,476  

２　長期貸付金 ※３  53,674   48,041  

３　敷金・保証金 ※３  67,946   67,192  

４　繰延税金資産   1,725   1,028  

５　その他   10,231   13,269  

６　貸倒引当金   △4,296   △4,589  

投資その他の資産合計   142,774 22.1  137,418 21.1

固定資産合計   444,662 68.9  434,955 66.8

資産合計   645,488 100.0  651,386 100.0
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前連結会計年度

(平成16年12月31日)
当連結会計年度

(平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
(％)

金額（百万円）
構成比
(％)

(負債の部)        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金   107,232   105,515  

２　短期借入金 ※３  65,125   50,704  

３　一年内償還予定社債   5,005   4,000  

４　コマーシャル・
ペーパー

  64,400   54,400  

５　未払法人税等   1,832   1,689  

６　賞与引当金   449   415  

７　その他   29,686   26,873  

流動負債合計   273,732 42.4  243,598 37.4

Ⅱ　固定負債        

１　社債   6,000   2,000  

２　長期借入金 ※３  318,537   246,690  

３　繰延税金負債   1,488   1,836  

４　再評価に係る
  繰延税金負債

  107   3,498  

５　退職給付引当金   13,047   15,313  

６　役員退職慰労引当金   492   168  

７　その他 ※３  30,709   28,813  

固定負債合計   370,383 57.4  298,320 45.8

負債合計   644,115 99.8  541,919 83.2

        

(少数株主持分)        

少数株主持分   260 0.0  27 0.0

        

(資本の部)        

Ⅰ　資本金   67,280 10.4  129,895 19.9

Ⅱ　資本剰余金   16,103 2.5  77,531 11.9

Ⅲ　利益剰余金   △77,285 △12.0  △95,031 △14.6

Ⅳ　土地再評価差額金 ※２  158 0.0  △3,223 △0.5

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

  △812 △0.1  890 0.1

Ⅵ　為替換算調整勘定   △699 △0.1  △374 △0.1

Ⅶ　自己株式 ※５  △3,631 △0.5  △248 △0.0

資本合計   1,112 0.2  109,439 16.8

負債、少数株主持分
及び資本合計

  645,488 100.0  651,386 100.0
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(2) 連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
(％)

金額（百万円）
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   1,031,527 100.0  997,103 100.0

Ⅱ　売上原価   777,326 75.4  751,896 75.4

売上総利益   254,200 24.6  245,206 24.6

Ⅲ　営業収入   36,253 3.5  37,483 3.8

営業総利益   290,454 28.1  282,689 28.4

Ⅳ　販売費及び一般管理費        

１　従業員給料・賞与  96,867   95,569   

２　賞与引当金繰入額  1,237   1,179   

３　退職給付費用  5,998   4,444   

４　役員退職慰労引当金
繰入額

 104   62   

５　借地借家料  51,144   49,952   

６　連結調整勘定償却額  584   610   

７　その他 ※４ 124,966 280,903 27.2 129,638 281,456 28.2

営業利益   9,550 0.9  1,233 0.1

Ⅴ　営業外収益        

１　受取利息  592   661   

２　受取配当金  177   113   

３　持分法による投資利益  204   ―   

４　為替差益  235   ―   

５　雑収入  1,486 2,696 0.2 2,800 3,575 0.4

Ⅵ　営業外費用        

１　支払利息  9,457   8,682   

２　コマーシャル・
ペーパー利息

 922   935   

３　持分法による投資損失  ―   24   

４　雑損失  1,366 11,746 1.1 1,326 10,970 1.1

経常利益又は
  経常損失(△)

  501 0.0  △6,160 △0.6
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前連結会計年度

(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
(％)

金額（百万円）
百分比
(％)

Ⅶ　特別利益        

１　前期損益修正益  366   ―   

２　固定資産売却益 ※１ 3   36   

３　投資有価証券売却益  5,746   1,765   

４　店舗移転補償金  561   ―   

５　その他  200 6,879 0.7 228 2,031 0.2

Ⅷ　特別損失        

１　前期損益修正損  427   ―   

２　固定資産売却損 ※２ 120   303   

３　固定資産除却損 ※３ 1,450   937   

４　貸倒引当金繰入額  624   336   

５　退職給付会計基準
変更時差異費用処理額

 3,129   3,128   

６　特別退職金  4,078   ―   

７　商品評価損  ―   2,094   

８　その他  1,329 11,160 1.1 1,348 8,148 0.8

税金等調整前当期
純損失

  3,780 △0.4  12,278 △1.2

法人税、住民税
及び事業税

 2,231   2,271   

法人税等調整額  6,239 8,471 0.8 3,174 5,446 0.5

少数株主利益   66 0.0  49 0.0

当期純損失   12,318 △1.2  17,774 △1.8
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(3) 連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額 (百万円) 金額 (百万円)

 (資本剰余金の部)      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   8,784  16,103

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　連結子会社の株式交換に
伴う増加額

 5,042  523  

２　第三者割当増資による
払込金

 2,275 7,318 62,385 62,909

Ⅲ　資本剰余金減少高      

１　自己株式処分差損  ― ― 1,481 1,481

Ⅳ　資本剰余金期末残高   16,103  77,531

      

 (利益剰余金の部)      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △64,988  △77,285

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　土地再評価差額金取崩額 ※１ 31  ―  

２　持分法適用会社減少に
伴う増加高

 ― 31 58 58

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　役員賞与
 (うち監査役賞与)

 
10
(2)

 
2

(2)
 

２  土地再評価差額金取崩額  ※１ ―  13  

３　連結子会社減少に　　　
伴う減少高

 ―  14  

４　当期純損失  12,318 12,328 17,774 17,804

Ⅳ　利益剰余金期末残高   △77,285  △95,031
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額 (百万円) 金額 (百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純損失  △3,780 △12,278

減価償却費  19,126 18,716

連結調整勘定償却額  584 610

貸倒引当金の増減額  534 284

退職給付引当金の増減額  4,385 2,510

賞与引当金の増減額  △59 △37

受取利息及び受取配当金  △769 △774

支払利息及びコマーシャル・
ペーパー利息

 10,380 9,618

持分法による投資損益  △204 24

投資有価証券売却益  △5,746 △1,765

投資有価証券売却損  43 533

投資有価証券評価損  522 32

固定資産の除売却損益  1,567 991

商品評価損  － 2,094

売上債権の増減額  △2,532 △7,521

たな卸資産の増減額  △2,168 105

仕入債務の増減額  △10,805 6,636

その他  △4,457 1,560

小計  6,619 21,341

利息及び配当金の受取額  768 772

利息の支払額  △10,380 △9,993

法人税等の支払額  △1,262 △2,254

営業活動によるキャッシュ・フロー  △4,254 9,866

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の増減額  △1,316 △6,721

有形固定資産の取得による支出  △19,399 △13,184

有形固定資産の売却による収入  4,171 2,230

投資有価証券の取得による支出  △3,142 △2

投資有価証券の売却による収入  17,903 3,945

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

 △188 △505

長期貸付による支出  △770 △175

長期貸付金の回収による収入  8,276 5,648

短期貸付金の増減額  △2,410 473

敷金・保証金の支出  △323 △610

敷金・保証金の回収による収入  1,138 846

預り協力保証金の返還による支出  △2,342 △2,161

預り協力保証金による収入  1,214 867

その他  △11,447 △5,621

投資活動によるキャッシュ・フロー  △8,638 △14,968
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前連結会計年度

(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額 (百万円) 金額 (百万円)

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額  4,337 △23,117

長期借入による収入  38,665 105,739

長期借入金の返済による支出  △51,478 △178,630

社債の発行による収入  12,000 11,400

社債の償還による支出  △2,939 △16,539

株式の発行による収入  4,551 124,894

自己株式の売却による収入  － 2,014

その他  △25 △198

財務活動によるキャッシュ・フロー  5,109 25,562

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  173 725

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  △7,610 21,185

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  95,858 88,247

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  88,247 109,433
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しています。

連結子会社　25社

主要な連結子会社名は「企業集団の状

況」に記載しているため、省略してい

ます。

㈱アイシス、㈱エスピー企画及び㈱有

楽舎は株式売却により、上海友源国際

貿易有限公司、SSF NETHERLANDS 

B.V.及びSeiyu Europa B.V.は会社清

算のため連結の範囲から除外しました。

すべての子会社を連結しています。

連結子会社　18社

主要な連結子会社名は「企業集団の状

況」に記載しているため、省略してい

ます。

㈱西友プロキュアメントは㈱スマイル

会社分割に伴い当連結会計年度より連

結の範囲に含めています。㈱沖縄若菜、

西友(沙田)有限公司、

SEIYU(SINGAPORE)PTE LTD、

㈱スマイル、富士ラベル㈱及びSMAP 

PTE LTDは株式売却に伴い、㈱スミスは

株式売却により持分比率が低下したた

め、Seiyu International Finance 

B.V.は会社清算のため当連結会計年度

より連結の範囲から除外しました。

２　持分法の適用に関する事項 (1) 持分法を適用した関連会社

関連会社　４社

主要な会社名

国分システムギフト㈱

㈱長浜都市開発

㈱ホスピタリティ・ネットワーク

MUJI(Hong Kong)Company Limited及

び同社の100%子会社であるMUJI

(SINGAPORE)PTE LTDは株式売却のため、

北京中商大厦有限公司及びHanoi 

Seiyu Company Limitedは出資金売却

のため当連結会計年度より持分法の適

用から除外しました。

(1) 持分法を適用した関連会社

関連会社　１社

主要な会社名

国分システムギフト㈱

㈱長浜都市開発は会社清算に伴い、

SEIYO INVESTMENT(S)PTE LTDは株式

売却により、㈱ホスピタリティ・ネッ

トワークは第三者割当増資に伴い持分

比率が低下したため当連結会計年度よ

り除外しました。

 (2) 持分法を適用しない関連会社の名称

関連会社

㈱サンシャイントーク

(2) 持分法を適用しない関連会社の名称

関連会社

㈱サンシャイントーク

 (3) 持分法を適用しない理由

持分法を適用しない関連会社は、連結

純損益及び連結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、持分法の適用から

除外しました。

(3) 持分法を適用しない理由

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

以下の連結子会社の決算日は当社とは異な

りますが、当連結財務諸表の作成に当って

は各社の決算日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っています。

11月30日　西友(沙田)有限公司

SEIYU HOLDINGS PTE LTD

SMAP PTE LTD

Seiyu International

Finance B. V.

SEIYU(SINGAPORE) PTE LTD

以下の連結子会社の決算日は当社とは異な

りますが、当連結財務諸表の作成に当って

は各社の決算日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っています。

11月30日　SEIYU HOLDINGS PTE LTD

 

 

 

 

 

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

有価証券

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

 その他有価証券

・時価のあるもの

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）

その他有価証券

・時価のあるもの

同左

・時価のないもの

主として移動平均法による原価法

・時価のないもの 

同左 

デリバティブ取引

時価法 

デリバティブ取引

同左 

たな卸資産 

主たる商品 

　売価還元法による原価法

なお、一部の連結子会社について

は個別法による原価法等で処理し

ています。

たな卸資産

主たる商品  

同左 

生鮮商品

主に最終仕入原価法による原価法 

生鮮商品 

同左

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法 

貯蔵品 

同左 
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

主として定率法

ただし、一部の連結子会社について

は定額法で処理しています。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

同左

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

です。

建物及び構築物　　　６～50年

その他　　　　　　　３～20年

 無形固定資産

定額法

なお、無形固定資産の「その他」に

含めて計上している自社利用のソフ

トウェアについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づく定額法

によっています。

無形固定資産

同左

 (3) 繰延資産の処理方法

新株発行費

支出時に全額費用として処理してい

ます。

(3) 繰延資産の処理方法

新株発行費

同左

 

社債発行費

支出時に全額費用として処理してい

ます。

社債発行費

同左

 (4) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

に基づき、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い

ます。

(4) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充て

るため、支給見込額に基づき計上し

ています。 

賞与引当金 

同左 
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、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いま

す。

なお、会計基準変更時差異(20,029

百万円)については、５年による按

分額を費用処理しています。

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

期間以内の一定の年数による定額法

により翌連結会計年度から費用処理

することとしています。

また、過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数による定額法に

より発生年度から費用処理すること

としています。

退職給付引当金

同左

 役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰労

金に充てるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しています。

役員退職慰労引当金

一部の連結子会社については、役員

の退職により支給する退職慰労金に

充てるため、内規に基づく期末要支

給額を計上しています。なお当社は、

役員の退職により支給する退職慰労

金に充てるため、内規に基づく要支

給額を計上していましたが、第50期

定時株主総会(平成17年３月30日)の

決議に基づき役員退職慰労金制度を

廃止し、株式報酬型ストックオプ

ション制度に移行しました。なお、

旧制度の連結会計年度末の未払額は

固定負債の「その他」に含まれてい

ます。

 (5) 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

によっています。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しています。

なお、為替予約取引について振当処理

の要件を満たしている場合は振当処理

を、金利スワップについては特例処理

の要件を満たしている場合は特例処理

を採用しています。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

 ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引並びに金利リスクを

回避するためのスワップ取引

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

 ヘッジ対象

外貨建営業債務及び借入金の支払

金利

ヘッジ対象

同左

 ヘッジ方針

リスク管理方針に基づき、為替変動

リスク及び金利変動リスクをヘッジ

することとしています。

ヘッジ方針

同左

 ヘッジ有効性評価の方法

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

ロー変動の累計を比較し、その変動

額の比率によって有効性を評価して

います。

ただし、特例処理によっているス

ワップについては、有効性の評価を

省略しています。

ヘッジ有効性評価の方法

同左

 

 (7) 在外子会社等の採用する会計処理基準

在外子会社等の採用する会計処理基準

は、現地において一般に公正妥当と認

められている会計処理基準に従ってい

ます。

(7) 在外子会社等の採用する会計処理基準

同左

 (8) 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

抜方式によっています。

(8) 消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法によっています。

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定の償却については、発生日以

後５年間で均等償却することとしています。

なお、連結調整勘定が僅少な場合には、発

生時の損益として処理しています。

同左

７　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

又は損失処理について、連結会計年度中に

確定した利益処分又は損失処理に基づいて

作成しています。

同左

８　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金(現金及び現金同等物)は、現金及び預

金(預入期間が３ヶ月を超える定期預金を

除く)並びに取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資で、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ものを計上していま

す。 

同左
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

 (連結損益計算書)

前連結会計年度において区分掲記していた特別損失の

「店舗解約損失」は特別損失の総額の100分の10以下と

なったため特別損失の「その他」に含めて表示すること

にしました。なお、当連結会計年度の「店舗解約損失」

は187百万円であります。

 (連結損益計算書)

１．前連結会計年度において区分掲記していた特別利益

　　の「前期損益修正益」は特別利益の総額の100分の10

　　以下となったため特別利益の「その他」に含めて表

　　示することにしました。なお、当連結会計年度の

　　「前期損益修正益」は66百万円であります。

２．前連結会計年度において区分掲記していた特別損失

　　の「前期損益修正損」は特別損失の総額の100分の10

　　以下となったため特別損失の「その他」に含めて表

　　示することにしました。なお、当連結会計年度の

　　「前期損益修正損」は２百万円であります。

 　追加情報

前連結会計年度
(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

 ――――――

 

 (法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書

上の表示方法)

 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)が公表されたこと

に伴い、当連結会計年度から同実務対応報告に基づき、法

人事業税の付加価値割及び資本割963百万円を販売費及び

一般管理費として処理しています。　
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注記事項

 (連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成16年12月31日)

当連結会計年度
(平成17年12月31日)

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

投資有価証券 (株式) 2,819百万円 投資有価証券 (株式) 41百万円

※２　当社は土地の再評価に関する法律(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律(平成11年３月31日公布法律

第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、評

価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金

負債」として負債の部に計上し、それを控除した金

額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上し

ています。

・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第４号及び第５号の

定めに従い、土地の評価額を合理的に算出してい

ます。

※２　当社は土地の再評価に関する法律(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律(平成11年３月31日公布法律

第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、評

価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金

負債」として負債の部に計上し、それを控除した金

額を「土地再評価差額金」として資本の部に計上し

ています。

・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第４号及び第５号の

定めに従い、土地の評価額を合理的に算出してい

ます。

・再評価を行った年月日 平成13年２月28日

・再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

△11,443百万円

・再評価を行った年月日 平成13年２月28日

・再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

△12,728百万円

※３　担保に供している資産 ※３　担保に供している資産

資産の種類 金額（百万円）

現金及び預金 653

建物及び構築物 50,707

土地 87,129

投資有価証券 2,103

長期貸付金 249

敷金・保証金 60

合計 140,903

資産の種類 金額（百万円）

現金及び預金 533

建物及び構築物 48,049

土地 88,493

投資有価証券 3,030

長期貸付金 241

敷金・保証金 60

合計 140,408

上記物件は、短期借入金5,109百万円、長期借入　

51,129百万円、固定負債の「その他」2,835百万円、

借地借家料326百万円及び輸入信用状の開設限度額

30百万円に対する担保に供しています。

上記物件は、短期借入金10,233百万円、長期借入

110,895百万円、固定負債の「その他」2,747百万

円 及び輸入信用状の開設限度額30百万円に対する

担保に供しています。
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前連結会計年度
(平成16年12月31日)

当連結会計年度
(平成17年12月31日)

４　偶発債務

(1) 債務保証

４　偶発債務

(1) 債務保証

土地買取契約に対する保証額 4,875百万円

久留米南ショッピングセンター

(協)の福岡県中小企業高度化資

金借入に対する保証額

612　〃

従業員の住宅ローン等の借入金

に対する保証額
237　〃

計 5,725　〃

土地買取契約に対する保証額 4,875百万円

久留米南ショッピングセンター

(協)の福岡県中小企業高度化資

金借入に対する保証額

　　565　〃

従業員の住宅ローン等の借入金

に対する保証額
189　〃

計 5,630　〃

(2) 保証予約 (2) 保証予約

(協)宇土市ショッピングセン

ターの銀行借入金に対する保証

予約額

196百万円

計 196　〃

(協)宇土市ショッピングセン

ターの銀行借入金に対する保証

予約額

160百万円

計 　160　〃

※５　自己株式の保有数

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。

※５　自己株式の保有数

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。

普通株式 9,952千株 普通株式 1,752千株

なお、当社の発行済株式総数は、普通株式657,301

千株であります。

なお、当社の発行済株式総数は、普通株式889,486

千株、優先株式80,000千株であります。
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 (連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

※１　このうち、主なものは、有形固定資産の「その他」

の売却によるものであります。

※１　この内訳は次のとおりであります。　　　　

 土地 35 百万円 

 その他 0　 〃 

   計 36　 〃 

※２　このうち、主なものは、「土地」の売却によるもの

であります。

※２　この内訳は次のとおりであります。

 建物及び構築物 77 百万円 

 土地 222   〃 

 その他 2   〃 

   計 303   〃

※３　このうち、主なものは、「建物及び構築物」及び有

形固定資産の「その他」の除却によるものでありま

す。 

※３　この内訳は次のとおりであります。

 建物及び構築物 590 百万円

 閉鎖店舗等除却費用 212   〃 

 その他 134 　〃 

   計 937   〃 

※４　ウォルマート　インターナショナル　ホールディン

グスとのマネジメントサービス契約およびウォル

マート・ストアーズInc.とのライセンス契約に基づ

く支払を含むこととしています。

なお、当連結会計年度はウォルマート　インターナ

ショナル　ホールディングスとの合意により、マネ

ジメントサービス契約による費用1,854百万円は負

担していません。　

 

 (連結剰余金計算書関係) 

前連結会計年度

(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

※１　土地再評価差額金取崩額は、当社が再評価した事業

用土地を売却したことによるものであります。

※１　同左
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 (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１　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

１　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

現金及び預金勘定 90,817百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2,569　〃

現金及び現金同等物 88,247　〃

現金及び預金勘定 114,066百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △4,633　〃

現金及び現金同等物 109,433　〃

２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産

及び負債の主な内訳

株式の売却により連結除外した会社の連結除外時の資

産及び負債の内容は次のとおりであります。

２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産

及び負債の主な内訳

株式の売却により連結除外した会社の連結除外時の資

産及び負債の内容は次のとおりであります。

流動資産 1,314百万円

固定資産 996　〃

資産合計 2,310　〃

流動負債 1,552　〃

固定負債 1,300　〃

負債合計 2,852　〃

流動資産 16,029百万円

固定資産 2,024　〃

資産合計 18,054　〃

流動負債 11,872　〃

固定負債 769　〃

負債合計 12,642　〃

３　重要な非資金取引の内容

当連結会計年度に、連結子会社である㈱サニー

を株式交換により完全子会社とするため、

新株式12,093,113株を発行しました。

３　重要な非資金取引の内容

当連結会計年度に、連結子会社である㈱スマイル

を株式交換により完全子会社とするため、

新株式2,973,900株を発行しました。

株式発行による資本剰余金増加額　 　5,042百万円 株式発行による資本剰余金増加額　　　 523百万円
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①　リース取引

前連結会計年度
(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１　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

借主側

(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

１　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

借主側

(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

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産

その他
34,133 18,806 15,327

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却累
計額相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産

その他
30,047 18,839 11,207

(注) 有形固定資産その他の主なものは、工具器具備品

であります。

(注) 有形固定資産その他の主なものは、工具器具備品

であります。

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 5,256百万円

１年超 10,670 〃

計 15,927 〃

１年内 3,762百万円

１年超 7,705 〃

計 11,467 〃

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相 

当額

(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 6,243百万円

・減価償却費相当額 5,750 〃

・支払利息相当額 459 〃

・支払リース料 5,628百万円

・減価償却費相当額 5,132 〃

・支払利息相当額 356 〃

(4) 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

額法によっています。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 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

によっています。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

 ２　オペレーティング・リース取引

 借主側

未経過リース料

 ２　オペレーティング・リース取引

 借主側

未経過リース料

１年内 13,026百万円

１年超 113,324　〃

  計 126,351　〃

１年内 10,982百万円

１年超 94,783 〃 

  計 105,766 〃 
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②　有価証券

前連結会計年度 (平成16年12月31日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価 (百万円)
連結貸借対照表計上額

 (百万円)
差額 (百万円)

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

株式 1,022 1,381 358

小計 1,022 1,381 358

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

株式 5,269 4,244 △1,025

小計 5,269 4,244 △1,025

合計 6,292 5,626 △666

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券 (自　平成16年１月１日　至　平成16年12月31日)

売却額 (百万円) 売却益の合計額 (百万円) 売却損の合計額 (百万円)

16,610 4,550 39

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

種類 連結貸借対照表計上額 (百万円)

その他有価証券  

非上場株式 (店頭売買株式を除く) 3,586

その他 1,460

合計 5,046

子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 2,819
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当連結会計年度 (平成17年12月31日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

株式 5,962 7,461 1,498

小計 5,962 7,461 1,498

合計 5,962 7,461 1,498

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券 （自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)

売却額 (百万円) 売却益の合計額 (百万円)　 売却損の合計額 (百万円)

894 568 ―

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 3,653

その他 1,320

合計 4,973

子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 41
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

(1) 取引の内容及び利用目的

当社及び一部の連結子会社では、資産・負債の総合的

管理の手段として、また、金融市場の金利変動リスク

に対応する手段としてデリバティブ取引を利用してい

ます。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ています。

(1) 取引の内容及び利用目的

当社及び一部の連結子会社では、資産・負債の総合的

管理の手段として、また、金融市場の金利変動リスク

に対応する手段としてデリバティブ取引を利用してい

ます。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ています。

ヘッジ手段

為替予約取引並びに金利リスクを回避するための

スワップ取引

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

外貨建営業債務及び借入金の支払金利

ヘッジ対象

同左

ヘッジ方針

リスク管理方針に基づき、為替変動リスク及び金

利変動リスクをヘッジすることとしています。

ヘッジ方針

同左

ヘッジ有効性評価の方法

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・フロー変動の累計を比較し、その変動額の

比率によって有効性を評価しています。

ただし、特例処理によっているスワップについて

は、有効性の評価を省略しています。

ヘッジ有効性評価の方法

同左

 

(2) 取引に対する取組方針

当社及び一部の連結子会社が行っているデリバティブ

取引は金利スワップ取引であり、金融資産・負債の金

利変動に対する安定化を図ることを目的として利用し

ています。従って、トレーディング目的や投機目的の

ためのデリバティブ取引については行わない方針であ

ります。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引に係るリスクの内容

当社及び一部の連結子会社が行っている金利スワップ

取引は、市場金利の変動によるリスクを有しています。

なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国

際的な金融機関であるため、相手方の契約不履行と

いった信用リスクはほとんどないと認識しています。

(3) 取引に係るリスクの内容

同左

(4) 取引に係るリスク管理体制

当社及び一部の連結子会社では「取締役会規則」に基

づき、取締役会の承認を得た上で主管部門である財務

部が実行・管理しています。なお、取引の残高状況等

につきましては経理部及び担当役員に報告されていま

す。

(4) 取引に係るリスク管理体制

同左

(5) その他

「取引の時価等に関する事項」における契約額又は想

定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る

市場リスク量を示すものではありません。

(5) その他

同左
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２　取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連

 (単位　百万円)　　

区分 種類

前連結会計年度 (平成16年12月31日現在) 当連結会計年度 (平成17年12月31日現在)

契約額等
契約額等の
うち１年超

時価 評価損益 契約額等
契約額等の
うち１年超

時価 評価損益

市場取

引以外

の取引

金利スワップ取引(受

取変動・支払固定)
7,928 3,830 △111 △111 10,362 8,134 △59 △59

合計 7,928 3,830 △111 △111 10,362 8,134 △59 △59

　(注)　１　時価の算定方法

取引金融機関から提示された価格等によっています。

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いています。
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④　退職給付

前連結会計年度

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度 (基金型)、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けています。なお、一部の国内連結子会社は、適格退職年金制度を廃止し、確定

拠出型年金制度へ移行しています。

２　退職給付債務に関する事項 (平成16年12月31日現在)　　　　　　　　　　　 　　(単位　　百万円)

①　退職給付債務 △62,418

②　年金資産 25,002

③　小計 (①＋②) △37,416

④　会計基準変更時差異の未処理額 3,129

⑤　未認識数理計算上の差異 26,178

⑥　未認識過去勤務債務 △4,939

⑦　合計 (③＋④＋⑤＋⑥) △13,047

⑧　前払年金費用 －

⑨　退職給付引当金 (⑦－⑧) △13,047

 　(注)　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。

３　退職給付費用に関する事項 (自　平成16年１月１日　至　平成16年12月31日)　　 (単位　　百万円)

①　勤務費用 (注) 3,449

②　利息費用 1,705

③　期待運用収益 △803

④　会計基準変更時差異費用処理額 3,129

⑤　数理計算上の差異の費用処理額 3,052

⑥　過去勤務債務の費用処理額 △1,605

⑦　確定拠出年金制度に係る要拠出額 201

⑧　臨時に払った特別退職金等 4,379

⑨　退職給付費用 (①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧) 13,507

　 (注)　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、①勤務費用に計上しています。

 

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 主として2.5％

ハ　期待運用収益率 主として2.2％

ニ　数理計算上の差異の処理年数 主として10年

ホ　過去勤務債務の額の処理年数 主として５年

へ　会計基準変更時差異の処理年数 ５年
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当連結会計年度

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(基金型)、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けています。なお、一部の国内連結子会社は、確定拠出型年金制度を採用してい

ます。

２　退職給付債務に関する事項 (平成17年12月31日現在)　　　　　　　　　　　　　(単位　　百万円)

①　退職給付債務 △58,318

②　年金資産 31,437

③　小計（①＋②） △26,880

④　未認識数理計算上の差異 14,900

⑤　未認識過去勤務債務 △3,333

⑥　退職給付引当金合計 (③＋④＋⑤) △15,313

　　(注)　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。

３　退職給付費用に関する事項 (自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)　　(単位　　百万円)

①　勤務費用 (注) 1,573

②　利息費用 1,438

③　期待運用収益 △538

④　会計基準変更時差異費用処理額 3,125

⑤　数理計算上の差異の費用処理額 3,396

⑥　過去勤務債務の費用処理額 △1,605

⑦　確定拠出年金制度に係る要拠出額 186

⑧　退職給付費用 (①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦) 7,576

　 (注)　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、①勤務費用に計上しています。

 

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 主として2.0％

(当社及び一部の連結子会社において期首時点の計算で適用した割引率は2.5％でありましたが、期末時

点において再検討を行った結果、割引率の変更により退職給付債務の額に影響を及ぼすと判断し、割引

率を2.0％に変更しています。)

ハ　期待運用収益率 主として2.3％

ニ　数理計算上の差異の処理年数 主として10年

ホ　過去勤務債務の額の処理年数 主として５年

へ　会計基準変更時差異の処理年数 ５年
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
(平成16年12月31日)

当連結会計年度
(平成17年12月31日)

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

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

   

繰延税金資産   

繰越欠損金 64,768 百万円

有価証券評価損 2,948 　〃

退職給付引当金 5,301 　〃

貸倒引当金繰入超過額 1,656 　〃

減価償却超過額 1,304 　〃

評価差額に係る税効果 444 　〃

出資金評価損 55 　〃

未実現利益 360 　〃

その他 1,042 　〃

繰延税金資産小計 77,882 　〃

評価性引当額 △71,896 　〃

繰延税金資産合計 5,985 　〃

繰延税金負債(固定)と相殺 △1,200 　〃

繰延税金資産の純額 4,785 　〃

繰延税金負債   

評価差額に係る税効果 2,249 　〃

圧縮記帳積立金 298 　〃

その他有価証券評価差額金 126 　〃

その他 16 　〃

繰延税金負債合計 2,691 　〃

繰延税金資産(固定)と相殺 △1,200 　〃

繰延税金負債の純額 1,490 　〃

未実現利益 107 　〃

再評価に係る繰延税金負債合計 107 　〃

   

繰延税金資産   

繰越欠損金 61,011 百万円

有価証券評価損 136 　〃

退職給付引当金 6,094 　〃

貸倒引当金繰入超過額 1,719 　〃

減価償却超過額 39 　〃

評価差額に係る税効果 444 　〃

出資金評価損 42 　〃

その他有価証券評価差額金 199 　〃

未実現利益 299 　〃

その他 3,597 　〃

繰延税金資産小計 73,584 　〃

評価性引当額 △71,140 　〃

繰延税金資産合計 2,444 　〃

繰延税金負債(固定)と相殺 △1,147 　〃

繰延税金資産の純額 1,297 　〃

繰延税金負債   

評価差額に係る税効果 2,061 　〃

圧縮記帳積立金 241 　〃

その他有価証券評価差額金 467 　〃

その他 213 　〃

繰延税金負債合計 2,984 　〃

繰延税金資産(固定)と相殺 △1,147 　〃

繰延税金負債の純額 1,836 　〃

再評価に係る繰延税金資産  　

再評価に係る繰延税金資産 3,536 　〃

評価性引当額 △3,536 　〃

再評価繰延税金資産合計 － 　〃

再評価に係る繰延税金負債   

再評価に係る繰延税金負債 3,498 　〃

再評価に係る繰延税金負債の純額 3,498 　〃

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

税金等調整前当期純損失を計上したため、該当の記載

は行っておりません。

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

同左
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度 (自　平成16年１月１日　至　平成16年12月31日)

 
リテイル事業
(百万円)

金融・不
動産事業
(百万円）

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　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
1,020,219 1,915 45,645 1,067,780 ― 1,067,780

(2) セグメント間の内部

営業収益又は振替高
3,366 3,935 42,047 49,348 (49,348) ―

計 1,023,585 5,850 87,692 1,117,129 (49,348) 1,067,780

営業費用 1,015,880 4,750 86,616 1,107,246 (49,016) 1,058,230

営業利益 7,705 1,100 1,076 9,882 (332) 9,550

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
      

資産 622,921 89,487 16,374 728,782 (83,294) 645,488

減価償却費 17,015 1,678 432 19,126 ― 19,126

資本的支出 16,575 528 632 17,735 ― 17,735

当連結会計年度 (自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)

 
小売事業
(百万円)

金融・不
動産事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　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
1,006,118 2,563 25,904 1,034,586 ― 1,034,586

(2) セグメント間の内部

営業収益又は振替高
2,960 3,247 35,935 42,144 (42,144) ―

計 1,009,079 5,811 61,840 1,076,730 (42,144) 1,034,586

営業費用 1,010,089 4,681 60,841 1,075,612 (42,259) 1,033,353

営業利益又は営業損失(△) △1,010 1,130 998 1,118 115 1,233

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
      

資産 639,916 83,230 ― 723,147 (71,761) 651,386

減価償却費 17,007 1,626 82 18,716 ― 18,716

資本的支出 13,273 331 64 13,669 ― 13,669

　 (注) １　事業区分の方法

事業区分の方法は、グループ内の事業展開を考慮して区分しています。

なお、前連結会計年度までセグメント名称を「リテイル事業」として表示しておりましたが、当連結会計年

度より「小売事業」として表示しております。セグメント区分の範囲を変更したものではありません。

２　各事業区分の主要な内容

小売事業 総合小売業態及び専門店業態による小売業
金融・不動産事業 金融業、不動産の売買及び賃貸事業等
その他事業 マーケティング調査等の情報事業、貿易事業、開発商品等の卸売等

３　営業収益には、売上高と営業収入を含んでいます。

４　前連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、当社での長期投資資金(投資有

価証券) 9,386百万円であります。

当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、当社での長期投資資金(投資有

価証券) 9,967百万円であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度 (自　平成16年１月１日　至　平成16年12月31日)

 
日本

 (百万円)
アジア
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　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
1,054,298 13,482 ― 1,067,780 ― 1,067,780

(2) セグメント間の内部

営業収益又は振替高
120 2,129 267 2,517 (2,517) ―

計 1,054,419 15,611 267 1,070,298 (2,517) 1,067,780

営業費用 1,046,231 14,253 63 1,060,548 (2,318) 1,058,230

営業利益 8,187 1,358 203 9,749 (199) 9,550

Ⅱ　資産       

資産 632,289 7,735 3,311 643,336 2,152 645,488

当連結会計年度 (自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)

 
日本

(百万円)
アジア
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　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
1,021,846 12,740 ― 1,034,586 ― 1,034,586

(2) セグメント間の内部

営業収益又は振替高
12 3,052 14 3,079 (3,079) ―

計 1,021,858 15,792 14 1,037,666 (3,079) 1,034,586

営業費用 1,022,077 14,216 21 1,036,315 (2,962) 1,033,353

営業利益又は営業損失(△) △219 1,576 △6 1,350 (116) 1,233

Ⅱ　資産       

資産 644,806 2,825 ― 647,631 3,754 651,386

　 (注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

・アジア　　：シンガポール・香港

・ヨーロッパ：オランダ

３　営業収益には、売上高と営業収入を含んでいます。

４　前連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、当社での長期投資資金(投資有

価証券) 9,386百万円であります。

当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、当社での長期投資資金(投資有

価証券) 9,967百万円であります。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度における海外売上高は連結売上高の10％未満でありますので記載を省略し

ました。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度 (自　平成16年１月１日　至　平成16年12月31日)　

　該当事項はありません。

当連結会計年度 (自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)

親会社

属性
会社等

の名称
住所 資本金

事業の

内容

議決権等

の被所有

割合

(％)

関係内容
取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)役員の

兼任等

事業上

の関係

親会社

ワイオミング 

ホールデイング

ジーエムビーエイチ

スイス
20千

CHF
持株会社 53.56 兼任１人 －

第三者割

当増資の

引受

(注)

77,499 － －

 (注) 当社が行った第三者割当増資をワイオミング ホールディング ジーエムビーエイチが引き受けたものであります。

 (１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

１株当たり純資産額 1.72円 33.16円

１株当たり当期純損失 19.63円 25.43円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 １株当たり当期純損失であるため記載

していません。

同左

１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前連結会計年度

(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当期純損失 (百万円) 12,318 17,774

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純損失 (百万円) 12,318 17,774

普通株式の期中平均株式数 (株) 627,448,440 698,897,459

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

平成12年５月25日定時株主総会決議

における旧商法第280条ノ19の規定

に基づくストックオプション

8,534,000株

平成14年５月23日定時株主総会決議

における第２回新株予約権

2,321個

平成14年５月23日定時株主総会決議

における第３回新株予約権

4,714個

平成14年５月23日定時株主総会決議

における第４回新株予約権

3,112個

平成15年５月29日定時株主総会決議

における第５回新株予約権

7,802個

平成14年５月23日定時株主総会決議

における第３回新株予約権

4,714個

平成17年３月30日定時株主総会決議

における第６回新株予約権

290個
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 (重要な後発事象)

前連結会計年度
(自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当社の連結子会社㈱サニー及び㈱九州西友は、平成16年６

月11日及び平成17年３月11日開催の取締役会に基づき、次

のように親会社株式(自己株式)の売却を実施しました。　

１．㈱サニーの親会社株式売却

(1) 売却株式の種類及び総数

　　　普通株式　　2,026,000　株

(2) 売却方法

　　　ブロックトレードの手法による証券会社への売却

(3) 売却日及び売却価額

　　　平成17年３月７日　　220円 (総額445百万円)

２．㈱九州西友の親会社株式売却

(1) 売却株式の種類及び総数

　　　普通株式　　7,536,000　株

(2) 売却方法

　　　ブロックトレードの手法による証券会社への売却

(3) 売却日及び売却価額

　　　平成17年３月14日　　208円 (総額1,567百万円)

――――――
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