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平成 18 年１月期     決 算 短 信  (連結）      平成 18 年３月 27 日

上場会社名 株式会社 丸  和  上場取引所  福岡証券取引所 

コード番号 9874  (URL http://www.maruwa-web.jp） 本社所在都道府県   福岡県 

代  表  者  役職名  代表取締役社長   氏名 根石 義浩 

問合せ先責任者  役職名  取締役管理本部長  氏名 板倉 俊介     TEL(093)582-7100 

決算取締役会開催日  平成 18 年３月 27 日 

米国会計基準採用の有無  無   

１．平成 18 年１月期の業績（平成 17 年２月１日～平成 18 年１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            ％

18 年 1 月期 39,518        (△9.6) △929         （－） △1,294        （－）

17 年 1 月期 43,695        (△4.7)  348     （△11.7）     25    （△47.0）

  
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         ％         ％         ％ 

18 年 1月期 △6,190(-) △439  99 －      －   △262.3 △5.9 △3.3

17 年 1月期 △71(-) △８ 17  －   － △1.0 0.1 0.1

（注）①持分法投資損益     18 年 1 月期   △８百万円    17 年 1 月期  △11 百万円 

 ②期中平均株式数（連結） 18 年 1 月期 14,070,488 株  17 年 1 月期 8,791,696 株 

   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 

 (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

  百万円           百万円             ％       円         銭 

18年1月期 21,871 2,360 10.8 167         77 

17年1月期 30,760 8,778 28.5 623       85 

（注）期末発行済株式数（連結） 18 年 1月期 14,079,929 株 17 年 1月期 14,070,963 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 

  百万円 百万円 百万円 百万円

18年1月期 △174 730 △3,377 1,355 

17年1月期 1,005 ２   2,008 4,176 

（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 １社  持分法適用関連会社数 ４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） １社  （除外） －社 

２．平成 19 年１月期の連結業績予想（平成 18 年２月１日～平成 19 年１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 18,475 207 177 

通 期 37,510 425 353 

（注）１株当たり予想当期純利益(通期）24 円 85 銭 

* 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今

後様々な要因によって予測数値と異なる場合があります。 
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１．企業集団等の状況 

当社グループの企業集団は、当社及び子会社２社並びに関連会社４社によって構成されており

ます。 

その主な事業内容と当企業集団の当該事業における位置及び事業部門との関連は、次のとおり

であります。 

(1) スーパーマーケット事業 

当社は、セルフサービス方式により生鮮食品、一般食品を中心に日用雑貨、衣料品等の一

般消費者向け小売販売を行っております。また、その他に持ち帰り寿司の加工販売・レスト

ランも行っております。 

(2) 保険代理業・不動産事業 

丸和興産㈱（連結子会社）は、損害保険の代理店及び不動産の賃貸・管理を行っておりま

す。 

(3) その他の事業 

 ・  ㈱シージーシー九州本部（持分法適用会社）は、中小のスーパーマーケットの協同出

資により協同仕入を目的に設立され、当社は 16.3％の出資と役員の派遣をしております。 

 ・  旦過都市開発㈱（持分法適用会社）は、地元北九州市小倉北区旦過地区周辺の再生を

目的として設立され、当社は 40％の出資と役員の派遣を行っております。 

 ・  飯塚都市開発㈱（持分法適用会社）は、地元飯塚市吉原町地区周辺の再生を目的とし

て設立され、当社は 33.8％の出資と役員の派遣を行っております。 

 ・ ㈱リテイル・ネット（持分法適用会社）は、流通システムの研究・開発、データセン

ター業務を目的として設立され、当社は 50％の出資と役員の派遣を行っております。 

・ 丸和商業協同組合（非連結子会社）は組合員の事業資金の貸付及び組合員のための借入

を主たる目的に設立され、当社は 81.6％を出資しております。 

 

事業の系統図は次のとおりであります。 
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２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、食品の専門スーパーマーケットとして、絶対価値を有する商品の開

発・公正な取引を目指し、当社のステーク・ホルダーであるお客様・お取引先・株主・従

業員に高品質・高い満足度のサービスを提供することを目標としております。 

そのため、おいしくて価値ある商品ときめ細かなサービスを提供して地域社会に貢献し、

お客様に必要とされる店づくりに努めてまいります。 

 

(2) 利益配分に関する基本方針 

当社グループは、スーパーマーケット事業の成長力・収益力を高め、継続的な企業価値

の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。 

株式会社ユアーズとの提携を機に、持続的な成長を実現し、企業価値の向上を達成する

ために、当面は内部留保の充実に注力して参ります。 

 

(3) 中長期的な経営戦略 

 ① 基本姿勢 

当社グループは、「顧客最優先」の理念のもと、スーパーマーケット事業に経営資源を集

中し、高品質なサービスの提供及び企業価値の向上を推進致します。 

そのために、株式会社ユアーズの経営ノウハウを導入、新生丸和としてのビジネスモデ

ルを確立し、地域に根ざしたスーパーマーケットとして勝ち残るべく、磐石なバリューチ

ェーンを構築致します。 

② グループ経営の強化 

グループ経営強化のために、サプライチェーンマネジメントを強力に推進するとともに、

情報システムインフラの整備、店舗オペレーションの効率化など、スーパーマーケット事

業基盤の構造的な改善を実行して参ります。 

また、グループの拡大とともに、同業他社との連携を促進させ、マスメリットを追求致

します。 

③ 生産性の向上 

人事面では、従業員の「やりがい」を創造すべく、成果主義を浸透させ、生産性の飛躍

的な向上を図ります。 

④ 財務健全性の向上 

財務面においては、徹底的なリストラクチャリングを今後とも継続して実施することに

より、さらなる財務健全性の向上を図ります。 

  

(4) 会社の対処すべき課題 

  今後のマクロ経済環境につきましては、内需主導の本格的な景気回復と、デフレ脱却の

早期実現が強く望まれます。 

小売業界におきましては、所得税・社会保険料の個人負担増加もあり、個人消費は引き

続き弱含みで推移するものと考えられます。その一方消費者の嗜好は多様化し、顧客獲得

のための競争はさらに激化するとともに、生き残りのための業態を超えた合唱連呼の動き

も加速していくものと思われます。 

このような経営環境の中、当企業集団は平成 17 年１月の株式会社ユアーズとの包括的業

務提携および資本提携を基礎として、中期経営計画を平成 17 年９月 12 日に公表いたしま
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した。 

当計画は、「当企業集団の更なる成長を期すべく、高付加価値のサービス提供による高い

顧客満足度の実現」「収益力の強化・財務健全性の向上」の基本方針のもと、７つの重点施

策（店舗運営・商品販売政策・外食・物流業務・情報システム・人事政策・財務政策）を

実行するものであります。 

この計画においては、最終年度である平成 21 年１月期に経常利益 10 億円・有利子負債

100 億円未満の達成、及びこれに伴う企業価値の更なる向上を掲げております。今後は当該

計画で掲げた目標数値を確実に達成するよう、重点分野への経営資源の効率的な配分をさ

らに推進し、収益力の強化を実現して参ります。 

財務面においては、シンジケ－トロ－ンの組成や直接金融としての私募債の発行等の施策

を引き続き検討し、安定的な資金調達を実行するものであります。なお、既存のシンジケ－

トロ－ンにはタ－ムロ－ン契約が締結されております。 

当社グループは、現在の厳しい情勢に対処するため、主力であるスーパーマーケット事

業を主体にスーパー経営の原点である回転主義経営を着実に推進し、お客様に鮮度の良い

安心、安全な商品を提供してまいります。 

 

(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 当社グループは、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、迅速な経

営意思決定ができる経営体制を構築し公正な経営を重点施策としております。 

   具体的な取り組みとしては、当グループの取締役会は、取締役５名、監査役４名(社外

監査役２名)で、構成されており、定例取締役会を基本的に月２回開催、必要に応じて随

時臨時取締役会を開催し、経営上重要な事項について審議、決定するとともに、各部の

予算の進捗状況、課題、問題点等の報告を行い的確かつ機動的に対応し、経営の効率化、

健全化を継続的に進めております。 

 ② 顧問弁護士とは雇用契約を締結しており、また社外監査役にも就任しており必要に応じ

て適切な法律上の指導を受けております。 

 ③ 商法及び証券取引法等の会計監査のため、新日本監査法人の監査を受けております。 

 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最近１年間における実施状   

  況 

   ・平成 18 年１月期は取締役会を 32 回開催し、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、

12 回開催されました。 

 

 

３．経営成績及び財政状態 

  (1) 経営成績 

 当連結会計年度の経営成績 

  ① 外部経営環境     

当期における日本経済は、家計部門・企業部門ともに改善を見せており、景気は緩やか

な回復傾向をたどっております。低迷していた個人消費も復調の兆しを見せているものの、

本格的な回復にはまだ至っておりません。小売業界においても、業種・業態を超えた企業

間の競争が激化しており、継続して厳しい経営環境が続いております。 

 

  ② 内部経営環境 

当社グループは、北九州・中国地区における成長戦略の展開、収益力の向上、システム・

物流の共有化を目的として、平成 17 年１月 11 日に株式会社ユアーズとの包括的業務提携
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および資本提携に関する契約を締結いたしました。 

また、新生丸和として平成 17 年９月 12 日に中期経営計画を公表致しました。当該計画

の中では「店舗運営の改革」「商品販売政策の改革」「外食事業の改革」「物流業務の改革」

「情報システムの改革」「人事制度の改革」「財務政策の改革」の７本を具体的な施策とし

て掲げております。 

当連結会計年度においては、これら業務・資本提携および中期経営計画に基づき、営業

面および財務面での抜本的なリストラクチャリングに着手すると同時に、事業の「選択と

集中」を推進して参りました。 

 

③ 営業面での施策  

a)「選択と集中」（不採算店舗・不採算事業の縮退、食品スーパーマーケット事業への集

中） 

当連結会計年度においては、「選択と集中」をスローガンとし、不採算店舗・事業（ノ

ンコア事業）からの撤退と、食品スーパーマーケット事業への経営資源の集中を行っ

てまいりました。 

「コア事業への経営資源の集中」 

・ お客様のライフスタイルの多様化、「ロハス」（健康と持続可能な社会に配慮し

たライフスタイル）に代表される生活価値観の多極化に対応して、既存店舗の立

地条件や地域ニーズに合わせた店舗運営形態の再編と業態の再構築を実施致しま

した。 

・ 住宅地に近い中型・小型店舗は、長時間営業（24 時間営業・23 時迄営業）を展

開しライフスタイルの多様化に対応致しました。また、幹線道路沿いのモール形

式の店舗は生鮮において専門店テナントを導入し、生鮮食料品を強化した新「ラ・

パレット」業態を構築し、生活価値観の多様化に対応しております。 

・  1 月末現在で長時間営業を９店舗(新店 有帆店含む)に拡大し、新「ラ・パレ

ット」業態も 3 店舗移行致しました。長時間営業に移行した店舗の売上げは、昨

年対比約 110％と好調に伸びており、特に惣菜部門・日配部門・菓子部門に於いて

は、130％を超える実績で推移しております。 

「ノンコア事業からの撤退」 

・ 行橋サンパル店の不採算部門である家電・雑貨・衣料の販売から撤退いたしま

した。当該撤退スペースについては、テナントにリーシングを実施することによ

り、翌連結会計年度からの黒字化を計画しております。 

・ 重在庫事業であるビデオ・DVD レンタル事業を営む厚母店については、これを閉

鎖致しました。また、同じく重在庫事業である衣料・百円均一ショップについて

は、業務委託・消化仕入形態への転換を計画しております。 

・ 外食事業においては、その収益構造の向上を図るべく、不採算店 7 店舗の閉鎖

（「回転寿司」を含む）・マザー店舗の集約・外食物流部の廃止・仕入先の集約・

社内食事券支給の中止等の施策を実施いたしました。 

 

翌連結会計年度においても、コア事業への経営資源の集中を推進してまいります。 

具体的には不採算店舗である「かすや店」・「真名子店」について上半期を目途に閉鎖い

たします。また「下松店」・「東萩店」については収益改善に向けた抜本的な対策を予定し

ております。 
 

  b) 新しいバリューチェーンの構築 

  これまでの個店別仕入体制から本部集中仕入管理体制（売り切り・EOS）へ移行するこ
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とにより、管理体制の一元化・新しいバリューチェーンの構築を図りました。 

  当連結会計年度の上半期においては、習熟期間でありましたが、下半期からは漸次効

果が出始めており、翌連結会計年度では、売り場面積単位の売上高・粗利益率の大幅な

向上が見込まれております。 

 

  c) 管理基準の策定及び徹底した業務の見直し 

 「新生丸和としてのブランドの再生」を目標に掲げ、売上高の増進と粗利益率の向

上を図るため、「商品品質基準」・「取引基準」・「店舗管理基準」を一新し、すべての業

務を徹底して見直しました。 

・商品品質基準 

商品の品質向上を図るべく、品質管理基準・鮮度管理基準を再構築し、また、商

品在庫数量の適正化を図るべく、在庫の管理基準を見直し致しました。同時に不採

算事業の縮退を進めることにより、在庫数量の大幅な圧縮を実現致しました。 

   ・取引基準 

    商品カテゴリー別にフェアな取引基準を設け、従来の取引慣行の見直しを実施致

しました。 

   ・店舗管理基準 

    店舗業態毎に「店舗管理基準」を設定し新たに導入した基幹情報システムの運用

と作業効率を高めるオペレーションの開発に注力致しました。 

 

 

    ④ 財務面での施策 

a) 過去の含み損失の一掃・総資産の大幅な圧縮 

平成 17 年１月の株式会社ユアーズとの業務提携に伴い、過去の負の遺産である含み損

を一掃すべく、厳格な資産査定を実施して参りました。 

その結果、不採算店舗及び、市場価格との差のある不稼働資産に係る固定資産の減損

損失 4,177 百万円を特別損失として計上するなどして、総資産を 21,871 百万円と、前年

度比 8,888 百万円（29％）の大幅な圧縮を実現するとともに、資産効率性の向上を達成

することが可能となりました。 

 

b) 有利子負債の大幅な削減 

 当連結会計年度においては、不稼動資産の売却を進め、有利子負債を積極的に返済し

てまいりました。また、従来の間接金融である銀行借入から、直接金融である私募債 2,000

百万円の発行、市場型間接金融であるシンジケートローンの導入 2,500 百万円などの施

策を実施いたしました。その結果、銀行借入金残高は 10,166 百万円と、前年度比 5,280

百万円（34％）の圧縮を実現するとともに、支払利息を 323 百万円と前年度比 63 百万円

（16％）減少させることができました。 

 

c) 在庫の見直しによる棚卸資産残高の適正化 

 財務健全化の一層の充実を図るべく、また、取引高に比しての在庫水準の適正化の観

点から、商品在庫の圧縮・評価の見直しを実施致しました。また、長期滞留商品などの

不良在庫につき、269 百万円の評価減を実施致しました。その結果、棚卸資産残高は 1,070

百万円と、前年比 559 百万円（34％）の減少となりました。 

 

d) 将来の損失に備えた構造改革引当金の計上 

 構造改革の一環として今後閉鎖を予定している店舗の縮退費用等につき、今後発生が
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合理的に見込まれるものについて、構造改革引当金 460 百万円を計上しております。 

 

e) 従業員の適正配置による人件費の削減 

当連結会計年度においては、成果主義を基礎とした、新人事体制を実施いたしました。

平成 17 年８月には、有期契約社員制度を導入し、さらに同年 11 月には当社グループ全

体の人員の適正化・組織の若返りおよび社内の体質改善のスピードを上げることを目的

として、早期退職優遇制度を導入・実施いたしました。その結果、従業員数*は 152 名と、

前期比 322 名減少し、人件費（役員報酬及び給与手当）は 3,801 百万円と前期比 419 百

万円（10％）の大幅な減少となりました。 

* 有期契約社員数は除く。 

また、成果を挙げた従業員に報いるべく、当連結会計年度においては賞与を復活し、

78 百万円を支給いたしました。今後とも定期的に賞与を支給する予定であります。 

そして、退職給付制度の改革の一環として、従来採用していた税制適格年金制度およ

び退職一時金制度を廃止し、確定拠出型年金制度へ完全移行いたしました。これにより、

当連結会計年度末における退職給付引当金は零（前期末 703 百万円）となっております。 

  

以上、中期経営計画に従い事業および財務構造改革を積極的に進めてまいりました結果、

売上高は 39,518 百万円（前年同期比 9.6％減）、営業損失が 929 百万円、経常損失は 1,294

百万円となりました。また、固定資産に係る減損損失、構造改革費用等を計上した結果、

当期純損失は 6,190 百万円となりました。 

在庫の大幅な圧縮による売上総利益率の低下、不採算店舗の閉鎖・システム統合の混乱

等による売上高・粗利益の一時的な散逸などの原因により、当期は営業損失を計上するこ

ととなりました。 

しかしながら、これらは過去から滞積した不良資産の圧縮・高収益構造への転換を図る

ための抜本的な構造改革に基づくものであり、将来の当社グループの業績回復へ向けての

転換点と考えております。 

翌連結会計年度においては、当連結会計年度に着手したリストラクチャリングの効果が

発揮され、業績は売上高 37,510 百万円、経常利益 425 百万円、当期純利益 353 百万円と回

復する予定であります。 

  
(3) 財政状態 

① 当連結会計年度末の資産、負債、資本の状況 

(単位：百万円、％) 

 前連結会計年度 当連結会計年度 増減 

総資産 30,760 21,871 △8,888 (△29％) 

 流動資産 6,283 3,230 △3,052 (△49％) 

 固定資産 24,469 18,636 △5,832 (△24％) 

負債 21,982 19,511 △2,471 (△11％) 

流動負債 9,119 8,242 △876 (△10％) 

固定負債 12,862 11,268 △1,594 (△12％) 

有利子負債* 15,447 12,166 △3,280 (△21％) 

株主資本 8,778 2,360 △6,417 (△73％) 

株主資本比率 28.5％ 10.8％ △17.7％ 

       * 銀行借入金（短期・長期）および社債の合計額。 
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・流動資産 

   流動資産は、現金及び預金が 2,776 百万円減少、たな卸資産が 559 百万円減少したことによ

り、前連結会計年度末比 3,052 百万円減少し、3,230 百万円となりました。 

・固定資産 

   固定資産は、不稼動固定資産に係る減損損失などを計上したことにより、有形固定資産が

4,866百万円減少、投資有価証券が持ち合い株式の売却により620百万円減少したことにより、

前連結会計年度末比 5,832 百万円減少し、18,636 百万円となりました。 

 ・流動負債  

 流動負債は、支払手形及び買掛金が 445 百万円増加、借入金（短期及び１年以内返済長期）

が 2,719 百万円減少、構造改革引当金を 460 百万円、１年以内償還予定社債 400 百万円を計

上したことなどにより前連結会計年度末比 876 百万円減少し 8,242 百万円となりました。 

・固定負債 

   固定負債は、長期借入金が 2,561 百万円減少、退職給付引当金が 703 百万円減少、社債が

1,600 百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末比 1,594 百万円減少し 11,268 百万

円となりました。 

 ・有利子負債 

  有利子負債は、銀行借入金が 5,280 百万円減少、社債が 2,000 百万円増加したことにより、

前連結会計年度比 3,280 百万円減少し、12,166 百万円となりました。 

・株主資本 

   株主資本は、当期純損失を 6,190 百万円計上するなどして、前連結会計年度末比 6,417 百万

円減少し、2,360 百万円となりました。 

 

  以上の結果、当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比較して 8,888 百万

円減少し、21,871 百万円となりました。 

 

 ② 財政状況 

 キャッシュ・フロー・サマリー 

(単位：百万円) 

 前連結会計年度 当連結会計年度 増減 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,005 △174 △1,179 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー ２ 730 728 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,008 △3,377 △5,385 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 3,016 △2,820 △5,837 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,145 4,176 3,030 

Ⅵ 非連結子会社との合併に伴う 

現金及び現金同等物の増加額 

14 - △14 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 4,176 1,355 △2,820 

 

  当連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結期間末に比べ 2,820 百万円

減少し、1,355 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動により得られた資金は前年同期と比べ1,179百万円減少し△174百万円となりまし

た。主な要因は、退職給付引当金の減少(703 百万円)です。   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動により得られた資金は前年同期と比べ 728 百万円増加し、730 百万円でした。 
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   主な要因は、投資有価証券の売却による収入(484 百万円)です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動により得られた資金は前年同期と比べて 5,385 百万円減少し、△3,377 百万円とな

りました。 

   主な要因は、長期借入金の返済による支出(△6,966 百万円)、社債の発行による収入(1,957

百万円)です。 

 

 なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。 

 平成１6年１月期 平成１7年１月期 平成１8年１月期

株主資本比率(％) 20.4 28.5 10.8

時価ベースの株主資本比率(％) 19.7 26.9 18.0

債務償還年数(年) 14.2 16.5 ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ 2.9 2.4 ―

(注)  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 

 

(4) 次期事業年度の状況 

   厳しい経営環境の下、翌期以降におきましても、引き続き中期経営計画に基づいた構造改

革を推進・実行し、お客様の高い満足度の実現を目指します。 

営業面の施策と致しましては、 

 「選択と集中」による、不採算店の閉鎖を促進し、ノンコア事業からの撤退を

断行することで、企業グループの収益構造の向上を図ります。現状重在庫事業

である、衣料、百円均一・レンタル事業の更なる事業縮退を実施します。 

 当連結会計年度において導入した新しい店舗オペレーションの徹底と習熟を図

ります。カテゴリー帳合をさらに集約し、株式会社ユアーズとの業務構造を統

一化することで、更なる業務の効率化と利益構造の再構築を推進します。 

 新店を毎期２店舗以上展開いたします。また、長時間営業店舗を翌期上半期に

おいてさらに 13 店舗拡大し 22 店舗体制を作り上げます。 

 

   財務面の施策としましては、 

 当連結会計年度において過去の含み損を処理し、バランスシートの健全化を推

進いたしましたが、翌期においても資産の圧縮・資本コストの削減等の財務リ

ストラクチャリングを引き続き実行し、有利子負債の削減に努めるとともに、

さらなる財務体質の健全化を目指します。 

 不稼動資産である、本社社屋及び旧本社社屋の売却を実行し、さらなる総資産

の圧縮・資産効率性の向上を図ります。なお、上記物件の含み損失においては、

当連結会計年度において処理済みであり、売却による二次損失は発生しない予

定です。 

    

中期経営計画の実行の結果、平成 19 年１月期においては、経常利益 425 百万円および当

期純利益 353 百万円の達成を計画しております。また、平成 21 年１月期においては「経常

利益 10 億円・有利子負債 100 億円未満」を達成し、当社グループの企業価値の増大を実現

いたします。 
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(5) 事業の種類及び部門別売上高の実績      

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別及び部門別に示すと、次のとおりであり

ます。     

               （単位 千円） 

事業の種類別セグメントの名称 部門 前連結会計年度 当連結会計年度 前期比増減 

食料品 17,618,802  15,877,007 △ 1,741,795

生鮮食料品 15,460,198  14,217,378 △ 1,242,820

衣料品 1,779,935 1,809,068 29,133

雑貨 3,747,208 2,856,488 △ 890,720

飲食その他 595,932 1,078,494 482,562

営業収入 282,251 320,596 38,345

スーパーマーケット   

事業 

計 39,484,330 36,159,033 △ 3,325,297

外食事業 － 4,112,507 3,305,065 △ 807,442

その他事業 － 98,738 54,224 △ 44,514

合 計 43,695,577 39,518,323 △4,177,254
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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 17 年１月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 18 年１月 31 日) 

区分 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   4,035,377    1,259,095  

 ２ 受取手形及び売掛金   52,820    27,267  

  ３ 有価証券   -    400,000  

 ４ たな卸資産   1,629,391    1,070,139  

 ５ その他   566,078    474,713  

   貸倒引当金   △ 500    △ 500  

      流動資産合計   6,283,166 20.4   3,230,715 14.8 

           

Ⅱ 固定資産          

 １ 有形固定資産          

  (1) 建物及び構築物   8,491,705    5,364,611  

  (2) 土地   10,863,662    9,257,907  

  (3) その他   725,222    591,950  

  有形固定資産合計   20,080,590 65.3   15,214,469 69.6 

  ２ 無形固定資産   404,565 1.3   357,994 1.6 

 ３ 投資その他の資産          

    (1) 投資有価証券   1,198,836    578,148  

    (2) 保険積立金  -    6,235  

    (3) 敷金保証金   2,456,065    2,326,827  

    (4) その他   329,178    153,086  

  投資その他の資産合計   3,984,080 13.0   3,064,298 14.0 

  固定資産合計   24,469,235 79.6   18,636,762 85.2 

           

Ⅲ 繰延資産          

  新株発行費   7,803    3,901  

  繰延資産合計   7,803 0.0   3,901 0.0 

    資産合計   30,760,206 100.0   21,871,379 100.0 
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前連結会計年度 

(平成 17 年１月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 18 年１月 31 日) 

区分 金額(千円) 
構成比

(%) 
金額(千円) 

構成比 

(%) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

 １ 支払手形及び買掛金   2,175,627     2,621,136  

 ２ 短期借入金   1,456,700     42,700  

３ １年以内に返済予定の長期借入金   4,276,692     2,971,222  

  ４ １年以内に償還予定の社債           -       400,000  

  ５ 未払金   369,630     973,852  

 ６ 未払法人税等   73,294     107,768  

 ７ 未払事業所税   15,424     14,241  

 ８ 未払消費税等   40,629     2,827  

 ９ 未払費用   368,806     444,448  

  10 構造改革引当金   -       460,476  

 11 賞与引当金   5,000     9,680  

 12 設備支払手形   206,273       -    

  13 設備未払金   -       32,956  

  14  その他   131,068    161,188  

      流動負債合計   9,119,146 29.7   8,242,497 37.7 

Ⅱ 固定負債          

 １ 社債   -      1,600,000  

 ２ 長期借入金   9,713,612    7,152,085  

 ３ 繰延税金負債   76,094    18,842  

 ４ 再評価に係る繰延税金負債   1,552,550    1,509,647  

 ５ 退職給付引当金   703,216    -    

 ６ 長期未払金   146,202    288,517  

 ７ 預り保証金   671,249    632,765  

 ８ その他固定負債   -      66,683  

  固定負債合計   12,862,926 41.8   11,268,541 51.5 

  負債合計   21,982,073 71.5   19,511,038 89.2 

  (少数株主持分)          

  少数株主持分          

  (資本の部)          

Ⅰ 資本金   2,909,908 9.4   2,909,908 13.3 

Ⅱ 資本剰余金   2,883,387 9.4   2,883,387 13.2 

Ⅲ 利益剰余金   578,236 1.9   △5,337,970 △24.4 

Ⅳ 土地再評価差額金   2,328,826 7.5   1,913,913 8.7 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   85,960 0.3           -     0.0 

Ⅵ 自己株式   △ 8,185 △0.0   △ 8,896 △0.0 

  資本合計   8,778,132 28.5   2,360,341 10.8 

    負債、少数株主持分 

    及び資本合計 
  30,760,206 100.0  21,871,379 100.0 
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２．連結損益計算書 

  

  
前連結会計年度 

(平成 17 年１月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 18 年１月 31 日) 

区分 金額(千円) 
構成比

(%) 
金額(千円) 

構成比 

(%) 

Ⅰ 売上高   43,402,381 100.0   39,184,363  100.0 

Ⅱ 売上原価   32,316,561 74.4   29,479,361  75.2 

   売上総利益   11,085,819 25.6   9,705,002  24.8 

Ⅲ 営業収入   293,195 0.6   333,960  0.8 

   営業総利益   11,379,015 26.2   10,038,962  25.6 

Ⅳ 販売費及び一般管理費          

 １ 広告宣伝費 661,170    702,410    

 ２ 役員報酬並びに 

   給与及び手当 
4,220,670    3,801,372    

  ３ 賞与         -    77,301    

 ４ 賞与引当金繰入額 5,000    5,688    

 ５ 退職給付費用 43,447    13,026    

 ６ 福利厚生費 409,381    407,279    

 ７ 減価償却費 885,420    811,994    

 ８ 事業所税 13,942    12,764    

 ９ 賃借料 1,301,124    1,268,687    

１０ その他 3,490,495 11,030,652 25.4 3,868,357 10,968,882  28.0 

   営業利益(△損失)   348,362 0.8   △ 929,920  △2.4 

Ⅴ 営業外収益           

 １ 受取利息 9,051    7,036     

 ２ 受取配当金 10,508    13,085    

 ３ 営業補償金等収入 3,000    -      

 ４ 協賛金等収入 22,587    -      

 ５ 生命保険等満期解約

   収入 
23,912    -      

 ６ その他 22,795 91,856 0.2 27,224 47,345  0.1 

Ⅵ 営業外費用           

 １ 支払利息 386,496    323,479    

  ２ 社債利息 -     7,326    

３ 持分法による投資損失 11,326    8,267    

 ４ 新株発行費償却 3,901    3,901    

  ５ 社債発行費償却 -     43,000    

 ６ その他 12,542 414,265 0.9 26,121 412,096  1.0 

  経常利益(△損失)   25,952 0.1   △ 1,294,670  △3.3 
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前連結会計年度 

(平成 17 年１月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 18 年１月 31 日) 

区分 金額(千円) 
構成比

(%) 
金額(千円) 

構成比 

(%) 

Ⅶ 特別利益             

 １ 投資有価証券売却益 129,255     436,838    

 ２ 固定資産売却益 1,983     12,003    

 ３ 退職給付引当金取崩益        -       106,195    

 ４ その他        -   131,239 0.3 10,612 565,649  1.4 

Ⅷ 特別損失            

 １ 固定資産除却損   37,552      113,602    

 ２ 固定資産売却損       73      120,618    

  ３ 減損損失        -       4,177,698    

 ４ 投資有価証券評価損       50             -      

 ５ 投資有価証券売却損        -       48,507    

 ６ 電話加入権評価損      945              -       

 ７ 電話加入権売却損      132              -      

 ８ コンサルタント 

      中途解約損 
  46,639              -      

 ９ 早期退職割増退職金   17,836      122,956    

  10 役員退職金        -       74,700    

  11  構造改革関連費用        -       136,989    

 12  構造改革引当金繰入額        -       460,476    

 13 退職給付会計変更時

      差異償却額 
  16,990      13,551    

 14 閉店に伴う整理損失   29,946      -      

 15  商品評価損        -       269,021    

 16  その他    7,948  158,116 0.4 22,848 5,560,971  14.2 

  税金等調整前 

  当期純損失 
  924 △ 0.0   6,289,992  △16.1 

  法人税、住民税 

  及び事業税 
72,366    83,975    

  法人税等調整額 △ 1,419 70,947 0.2 △ 183,071 △ 99,096  △0.3 

  当期純損失   71,871 △ 0.2   6,190,896  △15.8 
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３．連結剰余金計算書 

前連結会計年度 当連結会計年度 
  

(平成 17 年１月 31 日) (平成 18 年１月 31 日) 

区分 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 1,385,787 2,883,387  

Ⅱ 資本剰余金増加高  

   増資による新株の発行 1,497,600 ― 

Ⅲ 資本剰余金期末残高 2,883,387 2,883,387  

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 651,765 578,236  

Ⅱ 利益剰余金増加高  

   土地再評価差額金取崩額   3,811   274,689  

Ⅲ 利益剰余金減少高         

 １ 当期純損失 71,871 6,190,896  

 ２ 合併による子会社株式消却額 5,468 77,339 ― 6,190,896  

Ⅳ 利益剰余金期末残高 578,236 △ 5,337,970 
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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 当連結会計年度 
  

(平成 17 年１月 31 日) (平成 18 年１月 31 日) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ･フロー 

   税金等調整前当期純利益 △ 924 △ 6,289,992

   減価償却費 885,420 811,994

   退職給付引当金減少額 △ 28,002 △ 703,216

   賞与引当金増加額 ― 4,680

   受取利息及び受取配当金 △ 19,560 △ 20,121

   支払利息 386,496 330,805

   金利スワップ評価損 ― 5,742

   持分法による投資損失 11,326 8,267

   新株発行費償却 3,901 3,901

   社債発行差金償却 ― 43,000

   投資有価証券売却益 △ 129,255 △ 436,838

   有形固定資産売却益 △ 1,983 △ 12,003

   有形固定資産除却損 37,552 120,618

   有形固定資産売却損 73 113,602

   有価証券売却損 ― 109

   退職給付会計基準変更時差異償却 ― 13,551

   電話加入権評価損 945 ―

   電話加入権売却損 132 ―

   投資有価証券評価損 50 ―

   投資有価証券売却損 ― 48,507

   役員退職金 ― 74,700

   従業員割増退職金 ― 122,956

   商品評価損 ― 269,021

   減損損失 ― 4,177,698

   構造改革関連費用 ― 136,989

   構造改革引当金繰入額 ― 460,476

   その他 ― 22,739

   売上債権の増減額（増加△） 111,681 25,552

   たな卸資産の減少額 168,676 559,252

   仕入債務の増減額（減少△） △ 49,069 445,509

   未払消費税等増減額（減少△） 22,313 △ 37,802

   その他の資産増加額 △ 63,492 171,103

   その他の負債増減額（減少△） 100,680 △ 271,894

    小計 1,436,962 198,910
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前連結会計年度 当連結会計年度 
  

(平成 17 年１月 31 日) (平成 18 年１月 31 日) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 

   利息及び配当金の受取額 18,563 20,121

   利息の支払額 △ 390,505 △ 342,388

   法人税等の支払額 △ 59,500 △ 50,684

  営業活動によるキャッシュ･フロー 1,005,520 △ 174,041

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー     

   定期預金の預入れによる支出 △ 774,994 △ 2,608,000

   定期預金の払戻しによる収入 1,189,993 2,644,910

   有形固定資産の取得による支出 △ 733,939 △750,216

   有形固定資産の売却による収入 23,316 750,246

   無形固定資産の取得による支出 △ 600 ―

   無形固定資産の売却による収入 867 ―

   投資有価証券の取得による支出 △ 52,111 ―

   投資有価証券の売却による収入 158,900 484,391

   敷金保証金の差入れによる支出 △ 251,018 △ 5,090

   敷金保証金の回収による収入 145,812 134,328

   預り保証金払戻しによる支出 △ 31,300 △ 63,090

   預り保証金受入による収入 233,298 27,948

   保険積立金の積立による支出 △ 5,489 △ 1,164

   保険積立金の解約による収入 87,343 104,087

   貸付金の回収による収入 12,406 12,359

  投資活動によるキャッシュ･フロー 2,484 730,710

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー     

   短期借入金純減少額 586,000 △ 1,414,000

   長期借入れによる収入 3,800,000 3,100,000

   長期借入金の返済による支出 △ 5,298,692 △ 6,966,997

   株式の発行による収入 2,989,254  ―

   社債の発行による収入 ― 1,957,000

   自己株式の増加額 △ 917 △ 710

   割賦の返済による支出 △ 67,125 △ 52,597

  財務活動によるキャッシュ･フロー 2,008,520 △ 3,377,305

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 3,016,524 △ 2,820,636

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,145,302 4,176,271

Ⅵ 非連結子会社との合併に伴う現金及び 

  現金同等物の増加額 
14,443 ―

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 4,176,271 1,355,635
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《連結財務諸表作成の基本となる事項》       

     

１．連結の範囲に関する事項        

(1) 子会社のうち連結の範囲に含めたのは、丸和興産株式会社１社であります。 

(2) 連結の範囲から除いた子会社は、丸和商業協同組合であります。この非連結子会社の総資産の合計、

売上高の合計及び当期純損益の合計、利益剰余金等の合計は、いずれも連結総資産、連結売上高及び

連結当期純損益、利益剰余金等に比して僅少であり、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       

(1) 持分法適用の関連会社は、㈱シージーシー九州本部、旦過都市開発㈱、飯塚都市開発㈱、㈱リテイ

ル・ネットの４社であります。        

 ㈱リテイル・ネットは株式を取得した為、当連結会計年度より持分法を適用しております。 

(2) 非連結子会社 丸和商業協同組合については、連結純損益及び利益剰余金に及ぼす影響が軽微であ

るため、持分法を適用せず原価法により評価しております。    

     

３．連結子会社の事業年度に関する事項 

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．連結子会社の資産および負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産および負債の評価方法は全面時価評価法によっております。 

           

５．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 その他有価証券          

時価のあるもの・・・ 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法によ

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   

  ② 棚卸資産 

商品（生鮮食料品を除く） ・・・ 売価還元法による原価法   

商品（生鮮食料品）    ・・・ 最終仕入原価法     

貯蔵品          ・・・  最終仕入原価法      

(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、建物（付属設備は除く）については定額法。なお、取得価額 10 万円以上 20 万円

未満の少額減価償却資産については、３年間で均等償却する方法によっております。  

主な耐用年数は次のとおりであります。     

 建物及び構築物   10～39 年 

 器具及び備品    ５～15 年    

② 無形固定資産・・・定額法 

③ 長期前払費用・・・契約期間等に応じた均等償却      

(3) 重要な繰延資産の処理方法        

① 新株発行費・・・商法施行規則に規定する最長期間（３年間）で均等償却 

② 社債発行費・・・支出時に全額費用処理       

(4) 重要な引当金の計上基準       

① 貸倒引当金         

 債権の貸倒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、又、貸倒懸念債



  

 - 19 -

権および破産更正債権等については、個別に回収可能性を勘案し、回収見込額を計上しておりま

す。  

② 賞与引当金         

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担分を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

 （追加情報） 

 平成 18 年２月１日をもって退職一時金制度及び適格退職年金制度から、確定拠出年金制度へ移行し 

たことに伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用

しております。 

④ 構造改革引当金 

会社グル－プの構造改革の一環とされている閉鎖予定店舗に関して、賃借契約の解約申出の日から

営業継続が義務付けられている期間の営業損失、解約に伴う違約金等の金額を合理的に見積って計上

しております。 

(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おります。    

 (6) 重要なヘッジ会計の方法          

① ヘッジ会計の方法        

金利スワップにつき、特例処理の要件を満たしているものについては、特例処理を採用しており

ます。  

  当該金利スワップ以外にヘッジ会計を適用する取引はありません。  

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象       

 （ヘッジ手段）  金利スワップ       

 （ヘッジ対象）  借入金の支払利息      

③ ヘッジ方針         

  借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っております。    

④ ヘッジの有効性評価の方法       

リスク管理方針に従って、以下の条件を満たす金利スワップを締結しております。  

Ⅰ．金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。   

Ⅱ．金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一致している。    

Ⅲ．長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデック

スが、TIBOR で一致している。     

Ⅳ．長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。    

Ⅴ．金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。   

なお、ヘッジ対象となっている借入金の消滅が明らかなものについては、ヘッジ会計の終了処理

を行っております。        

⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの    

 デリバティブ取引に関する社内規程に基づき取引を行っております。   

(7) 外形標準課税 

  （追加情報） 

「地方税等の一部を改正する法律」（平成 15 年法律第 9 号）が平成 15 年 3月 31 日に公布され、 

平成 16 年 4月 1日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、 

当連結会計年度から「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」（平成 16 年 2月 13 日 企業会計基準委員会 実務対応報告第 12 号）に従い 

法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。 
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この結果、販売費及び一般管理費が 29,116 千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当

期純損失が 29,116 千円増加しております。   

(8) 消費税等の会計処理方法        

税抜方式を採用しております。       

 

６．構造改革関連費用 

  会社グル－プの構造改革に一環とされている店舗の閉鎖及び休業に関して、当連結会計年度中に特別

に発生した費用・損失額を構造改革関連費用として計上しております。 

  その内容は、 

  リース契約中途解約損    91,196 千円 

  閉店・改装に伴う整理損失他 45,793 千円 

  であります。 

 

７．会計処理の変更 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度から「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）を適用しております。  

これにより、営業損失・経常損失が 21,197 千円少なく、税金等調整前当期純損失が 4,177,698 千円 

増加しております。 

なお、減損損失累計額については、当該各資産の金額から直接控除しております。 

 

８．利益処分項目等の取扱に関する事項      

連結会社の利益処分、又は損失処理については、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おります。       

  

９．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、手許現金・随時引き出し可

能な預金及び売上代金の一時預け金からなっております。   
 
10．追加情報 

（販売用不動産の保有目的の変更） 

販売用として保有していた不動産を、自社利用として所有目的を変更したため、当期において有形 

固定資産へ振替えております。これにより、土地が 128,330 千円だけ増加し、同額だけたな卸資産 

（商品）が減少しております。
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《連結貸借対照表関係》        
１．記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。    

     

２．有形固定資産の減価償却累計額 

 （前連結会計年度）  （当連結会計年度）  

 12,421,451 千円 14,768,933 千円 

 

３．担保に供している資産 

  （前連結会計年度）  （当連結会計年度）  

建物  6,284,862 千円  3,354,427 千円 

土地  9,754,736 千円  8,695,843 千円 

商品土地  130,367 千円  － 千円 

敷金保証金  656,016 千円  120,000 千円 

投資有価証券  773,871 千円  － 千円 

定期預金  80,000 千円  80,000 千円 

計  17,679,853   12,250,270  

   

４．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）に基づき、事業用の土地の再評価

を行い、評価差額については当該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、こ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おります。 

         

  再評価を行った年月日  平成 13 年 1 月 31 日     

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１号に定める公示価格、及び同条第３項に定める路線価に基づき、合

理的な調整を行って算定する方法によっております。   

  

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価 

の合計額と当該事業用地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額   

921,135 千円   

           

５．非連結子会社及び関連会社の株式及び出資金       

  （前連結会計年度）  （当連結会計年度）  

投資有価証券  194,426 千円 371,008 千円 

出資金  16,080 千円 16,080 千円 

    

 

６．債務保証          

下記の従業員および関連会社の金融機関よりの借入金に対して、次の債務保証を行なっております。 

         

 (前連結会計年度)  (当連結会計年度)  

従業員 1,497 千円 378 千円 

飯塚都市開発㈱ 640,000 千円 617,948 千円 

計 641,497 千円 618,326 千円 
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《連結損益計算書関係》   

１．記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。  

２．販売費及び一般管理費の主なものは次の通りであります。    

  (前連結会計年度)  (当連結会計年度)  

広告宣伝費  661,170 千円 702,410 千円 

役員報酬及び給与手当  4,220,670 千円 3,801,372 千円 

賞与引当金繰入額  5,000 千円 5,688 千円 

福利厚生費  409,381 千円 407,279 千円 

減価償却費  885,420 千円 811,994 千円 

賃借料  1,301,124 千円 1,268,687 千円 

その他  3,547,885 千円 3,971,452 千円 

計  11,030,652 千円 10,968,882 千円 

     

 

３．特別利益の内訳は、次の通りです。 

  (前連結会計年度)  (当連結会計年度)   

土地売却益  1,983 千円 － 千円 

建物売却益  － 千円 12,003 千円 

投資有価証券売却益  129,255 千円 436,838 千円 

退職給付引当金取崩益  － 千円 106,195 千円 

その他  － 千円 10,612 千円 

計  131,239 千円 565,649 千円 
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４.特別損失の内訳は、次の通りであります。 

  (前連結会計年度)  (当連結会計年度)  

固定資産売却損  73 千円 120,618 千円 

固定資産除却損  37,552 千円 113,602 千円 

退職給付会計基準変更時差異償却  16,990 千円 13,551 千円 

投資有価証券売却損  ― 千円 48,507 千円 

閉店に伴う整理損失  29,946 千円 ― 千円 

役員退職金  ― 千円 74,700 千円 

従業員割増退職金  17,836 千円 122,956 千円 

商品評価損  ― 千円 269,021 千円 

減損損失  ― 千円 4,177,698 千円 

構造改革関連費用  ― 千円 136,989 千円 

構造改革引当金繰入額  ― 千円 460,476 千円 

電話加入権評価損  945 千円 ― 千円 

コンサルタント契約中途解約損  46,639 千円 ― 千円 

その他  8,130 千円 22,848 千円 

計  158,116 千円 5,560,971 千円 

     

 

《連結キャッシュ・フロー計算書関係》 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

        (前連結会計年度)   (当連結会計年度) 

現金及び預金勘定   4,035,377 千円   1,259,095 千円 

預け金（その他の流動資産） 285,805 千円   204,539 千円 

預入期間が３ヶ月を越える定期預金 △ 144,910 千円   △108,000 千円 

現金及び現金同等物   4,176,271 千円   1,355,635 千円 

  

《リース取引関係》 

有価証券報告書について EDINET により開示を行うため省略を記載しております。 
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《有価証券関係》   

前連結会計年度（平成 17 年１月 31 日）  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

区  分 取得原価 
連結決算日における連結

貸借対照表計上額 
差  額 

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 
  

  

  

 

① 株式 375,068 568,558 193,489

小  計 375,068 568,558 193,489

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

  

  

  

  

  

  

① 株式 230,243 180,443 △ 49,800

② その他 30,189 29,768 △ 421

小  計 260,432 210,211 △ 50,221

合    計 635,502 778,770 143,267

２．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額  

   優先株式           100,000 千円 

   非上場株式（店頭売買株式を除く）   125,640 千円 

   子会社株式及び関連会社株式        194,426 千円 

３．前連結会計年度中に売却したその他有価証券   

   売却額 158,900 千円 

   売却益の合計額 129,255 千円 

  

当連結会計年度（平成 18 年１月 31 日）  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  その他有価証券で時価のあるものはありません。 

２．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

   優先株式           100,000 千円 

   非上場株式（店頭売買株式を除く）   107,140 千円 

   子会社株式及び関連会社株式        371,008 千円 

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

   売却額 1,009,197 千円 

   売却益の合計額 436,838 千円 

 

《デリバティブ取引関係》 

有価証券報告書について EDINET で開示を行うため記載を省略しております。 
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《退職給付関係》 

前連結会計年度（平成 17 年１月 31 日）   

① 採用している退職給付制度の概要  

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。  

② 退職給付債務に関する事項     

  イ 退職給付債務   △ 917,871 千円 

 ロ 年金資産   306,226 千円 

 ハ 未積立退職給付債務（イ＋ロ）  △ 611,644 千円 

 ニ 過去勤務債務の差異   △ 147,447 千円 

 ホ 会計基準変更時差異の未処理額  16,989 千円 

 ヘ 未認識数理計算上の差異   38,884 千円 

 ト 退職給付引当金   703,216 千円 

③ 退職給付費用に関する事項     

 イ 勤務費用    42,523 千円 

 ロ 利息費用   20,299 千円 

 ハ 期待運用収益   △ 6,916 千円 

 ニ 会計基準変更時差異の費用処理額  16,990 千円 

 ホ 数理計算上の差異の費用処理額  14,350 千円 

 ヘ 過去勤務費用の処理   △ 26,809 千円 

 ト 退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋へ）  60,437 千円 

④ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項（平成 17 年 1月 31 日現在）  

 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 2.0% 

 ハ 期待運用収益率 2.0% 

 ニ 数理計算上の差異の処理年数 ７年 

  （発生時の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法によっております。 

   ただし、翌連結会計年度から費用処理することとしております。）  

 ホ 会計基準変更時差異の費用処理年数  ５年 

 

当連結会計年度（平成 18 年１月 31 日）   

① 採用している退職給付制度の概要      

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格年金制度及び退職一時金制度を設けておりまし

たが、平成 18 年１月 31 日をもって、適格退職年金制度の全部について確定拠出年金制度へ移行し、退職

一時金制度は廃止いたしました。      

         

② 退職給付債務に関する事項       

適格退職年金制度から確定拠出年金制度への移行に伴う影響額は次のとおりであります。 

イ 退職給付債務の減少       476,392 千円 

ロ 年金資産の移換額   △253,321 千円 

ハ 退職給付引当金の減少     223,071 千円 

また、確定拠出年金制度への資産移換額は、253,083 千円であります。なお、当事業年度末時点の未移

換額 253,083 千円は、未払金及び長期未払金（固定資産の「その他」）に計上しており、４年間で移換する

予定であります。  

      



  

 - 26 -

《税効果会計関係》      

前連結会計年度 当連結会計年度 

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）   （繰延税金資産）   

退職給付引当金繰入限度超過額 274,628 千円 減損損失 1,433,185 千円 

投資有価証券評価損否認額 81,444 千円 構造改革引当金 184,190 千円 

商品土地原価否認額 42,571 千円 投資有価証券評価損否認額 32,092 千円 

繰越欠損金 498,726 千円 貸倒引当金超過額 63,120 千円 

その他 31,075 千円 関連会社株式評価損 89,078 千円 

計 928,446 千円 固定資産除却損 29,207 千円 

評価性引当金 △ 928,446 千円 未払退職掛金 101,233 千円 

合計 - 千円 商品土地原価否認額 38,550 千円 

    長期前受収益 23,098 千円 

（繰延税金負債）   繰越欠損金 1,154,882 千円 

その他有価証券評価差額金 △ 57,307 千円 その他 26,725 千円 

関係会社留保利益 △ 18,787 千円 計 3,175,362 千円 

合計 △ 76,094 千円 評価性引当金 △ 3,175,362 千円 

     合計 － 千円 

     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の内訳 （繰延税金負債）    

     関係会社留保利益 △ 18,842 千円 

合計 △ 18,842 千円 課税所得が発生しないため、該当がありません。 

     

     

     

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の内訳 

          

     課税所得が発生しないため、該当がありません。 
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《セグメント情報》 

1．事業の種類別セグメント情報 
    （単位 千円）

  前連結会計年度（自平成１6年２月１日 至平成１7年１月 31 日）     

  

スーパーマー

ケット事業 
外食事業 その他事業 計 

消去   

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

              

   売上高             

 （１）外部顧客に 

    対する売上高 
39,484,330 4,112,507 98,738 43,695,577 ― 43,695,577

 （２）セグメント間の内部 

    売上高又は振替高 
5,280 ― 32,443 37,723 (37,723) ―

計 39,489,610 4,112,507 131,182 43,733,300 (37,723) 43,695,577

営業費用 39,218,990 4,078,471 88,199 43,385,660 (38,446) 43,347,214

営業利益又は    

営業損失（△） 
270,620 34,036 42,983 347,640 722  348,362

Ⅱ 資産、減価償却費   

   及び資本的支出 

   資産 

 

30,061,815 

 

 689,137

 

707,366 31,458,318

 

(698,112) 30,760,206

   減価償却費 814,643 65,665 5,833 886,143 (722)  885,420

   資本的支出 840,545 ― ― 840,545  ― 840,545

  (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．各事業の主要な商品       

    （1）スーパーマーケット事業 菓子・加工食品・日配品・青果物・畜産・鮮魚・惣菜・アウトウェア 

  肌着・寝具・日用品・はき物・インテリア・文具・その他 

    （2）外食事業 

 

にぎり寿し・巻寿し・いなり寿し・弁当・惣菜・レストランその他製造販

売 

    （3）その他事業  建売住宅・マンション販売・生命保険及び損害保険代理店・その他 
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（単位 千円）

  当連結会計年度（自平成 17 年２月１日 至平成 18 年１月 31 日）    

  

スーパーマー

ケット事業 
外食事業 

その他

事業 
計 

消去  

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

   売上高             

 （１）外部顧客に 

    対する売上高 
36,159,033 3,305,065 54,224 39,518,323 ― 39,518,323

 （２）セグメント間の内部 

    売上高又は振替高 
5,280 ― 30,432 35,711 (35,711) ―

計 36,164,313 3,305,065 84,656 39,554,034 (35,711) 39,518,323

営業費用 37,010,456 3,411,150 74,113 40,495,719 (47,476) 40,448,243

営業利益又は    

営業損失（△） 
△ 840,862 △ 106,085 19,855 △ 927,092 (2,828) △ 929,920

Ⅱ 資産、減価償却費  

   及び資本的支出 

   資産 21,394,595 498,709 376,381 22,269,685

 

(398,306) 21,871,379

   減価償却費 765,058 46,337 1,321 812,716 (722)  811,994

   資本的支出 147,965 611 ― 148,576 ― 148,576

(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．各事業の主要な商品       

    （1）スーパーマーケット事業 菓子・加工食品・日配品・青果物・畜産・鮮魚・惣菜・アウトウェア・肌着・

寝具・日用品・はき物・インテリア・文具・その他 

    （2）外食事業 にぎり寿し・巻寿し・いなり寿し・弁当・惣菜・レストランその他製造販売 

    （3）その他事業  建売住宅・マンション販売・生命保険及び損害保険代理店･その他 

       

２．所在地別セグメント情報      

    前連結会計年度（自 平成 16 年２月１日 至 平成 17 年１月 31 日）   

      在外連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。  

    当連結会計年度（自 平成 17 年２月１日 至 平成 18 年１月 31 日）   

      在外連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。  

       

３．海外売上高       

    前連結会計年度（自 平成 16 年２月１日 至 平成 17 年１月 31 日）   

      海外売上高がないため該当事項はありません。    

    当連結会計年度（自 平成 17 年２月１日 至 平成 18 年１月 31 日）   

      海外売上高がないため該当事項はありません。    
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《関連当事者との取引》          

前連結会計年度（自平成 16 年２月１日 至平成 17 年１月 31 日）       

   子会社等           

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 

資本金又

は出資金

（千円） 

事業の   

内容 

議決権等

の所有割

合（％）

役員の

兼任等

事業上の  

関係 

取引の  

内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高

（千円）

関連  

会社 

㈱シージーシー  

九州本部 

北九州市 

小倉北区 
300,000 

 協同仕

入卸販

売  

（直接）

21.9% 

兼任３

名 

商品の供

給 

商品の  

仕入 
2,339,102 買掛金 103,728

関連  

会社 

飯塚都市   

開発㈱ 

福岡県  

飯塚市 
180,000 

 不動産

の賃貸 

（直接）

33.8％ 

兼任 1

名 

不動産の

賃貸借 
債権保証 640,000 － － 

（注） １.上記金額のうち、取引金額は消費税を含まず、期末残高は消費税を含んでおります。    

 ２.役員の兼任等は、最近事業年度末で記載しております。       

 ３.取引条件ないし取引条件の決定方法等        

   商品の仕入価格については、加盟社との協同仕入による委員会での決定価格になっております。   

            

当連結会計年度（自平成 17 年２月１日 至平成 18 年１月 31 日）       

   子会社等           

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 

資本金又

は出資金

（千円） 

事業の   

内容 

議決権等

の所有割

合（％）

役員の

兼任等

事業上の  

関係 

取引の  

内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高

（千円）

関連  

会社 

㈱シージーシー  

九州本部 

北九州市 

小倉北区 
300,000 

 協同仕

入卸販

売  

（直接）

16.3% 

兼任１

名 

商品の供

給 

商品の  

仕入 
1,448,805 買掛金 22,895

関連  

会社 

飯塚都市   

開発㈱ 

福岡県  

飯塚市 
180,000 

 不動産

の賃貸 

（直接）

33.8％ 

兼任２

名 

不動産の

賃貸借 
債権保証 617,948 － － 

（注） １.上記金額のうち、取引金額は消費税を含まず、期末残高は消費税を含んでおります。    

 ２.役員の兼任等は、最近事業年度末で記載しております。       

 ３.取引条件ないし取引条件の決定方法等        

   商品の仕入価格については、加盟社との協同仕入による委員会での決定価格になっております。   

 
 
 


