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2006 年 2 月期                 決算短信（非連結）          ２００６年 ４月 ５日 

上 場 会 社 名        マックスバリュ東北株式会社                          上場取引所 東京証券取引所市場第２部 
コ ー ド 番 号          ２６５５                                            本社所在都道府県 秋田県 
（ＵＲＬ http://www.mv-tohoku.co.jp/）                      
代 表 者 役職名 代表取締役社長      氏名 反 田 悦 生 

問合せ先責任者 役職名 専務取締役経営管理本部長 氏名 松 岡 洋 幸             ＴＥＬ (０１８)８４７－０１１１ 

決算取締役会開催日 ２００６年 ４月 ５日                   中間配当制度の有無  有 

定時株主総会開催日 ２００６年 ５月１０日                                   単元株制度採用の有無 有（１単元 100 株） 

親会社名  イオン株式会社（コード番号：８２６７）                 親会社における当社の株式保有比率６７．３８％ 

１． ２００６年２月期の業績（２００５年２月２１日～２００６年２月２０日） 

( 1 )  経営成績   (百万円未満切捨て) 

 営業収益 営業利益 経常利益 

   百万円    ％ 百万円    ％ 百万円      ％ 
2006 年 2 月期 89,162 （  2.2） 1,112 （  11.3） 1,245 （  6.3） 
2005 年 2 月期 87,266 （  5.3） 1,000 （△ 17.1） 1,171 （△ 19.4） 
 
 

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 ％ ％ ％ 
2006 年 2 月期 △2,213（ －  ） △185  02 －  － △31.5 4.7 1.4 
2005 年 2 月期     446（10.6 ） 36  70 －  － 5.7 4.5 1.4 
 (注)①持分法投資損益 2006 年 2 月期    － 百万円        2005 年 2 月期   － 百万円 
     ②期中平均株式数 2006 年 2 月期  11,993,645 株         2005 年 2 月期  11,994,195 株 
     ③会計処理の方法の変更 有 
     ④営業収益、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 ) 配当状況                                       (百万円未満切捨て) 

１株当たり年間配当金  

 中 間 期 末 

配当金総額 
（年 間） 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 円  銭 円   銭 円   銭 百万円 ％ ％ 
2006 年 2 月期 20 00 ―― 20 00 239 － 4.0 
2005 年 2 月期 20  00   ―― 20  00 239 54.5 3.0 

( 3 ) 財政状態                                       (百万円未満切捨て) 

 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 
2006 年 2 月期 26,584 6,030 22.7 502 33 
2005 年 2 月期 26,960 8,022 29.8 668  38 

(注)①期末発行済株式数   2006 年 2 月期  11,993,400 株      2005 年 2 月期   11,993,840 株 

    ②期末自己株式数   2006 年 2 月期       6,600 株      2005 年 2 月期        6,160 株 
( 4 ) キャッシュ･フローの状況                                (百万円未満切捨て) 

 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 
2006 年 2 月期 △ 165 △ 2,689 2,790 1,322 

2005 年 2 月期 3,360 △ 2,039 △ 952 1,387 
 
２．２００７年２月期の業績予想(２００６年２月２１日～２００７年２月２０日)         

１株当たり年間配当金  
営業収益 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭 

中 間 期 46,200 900 170  ――  ――  ―― 

通   期 92,000 1,400 300  ―― 20 00 20 00 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 25 円 01 銭 (予想期中平均株式数により算出) 
※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ます。実際の業績は、今
後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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＜添付資料＞ 

１.企業集団の状況 

当社は、親会社であるイオン株式会社を中心とする企業集団イオングループの中で、ス

ーパーマーケット事業を営む企業群の中に位置付けられており、食料品、日用雑貨品等の

販売を主力とした小売事業を営んでおります。 

当社は、イオン株式会社より商品の一部供給を受けているほか、電子計算処理業務等の

委託をしております。また、イオングループの企業に対して当社ショッピングセンター（Ｓ

Ｃ）の一部を賃貸する等の取引を行っております。 

当該事業に係る系統図は、次のとおりであります。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お    客    さ    ま 

当 社

商品供給 

電子計算処理 
業務委託等 

ＳＣ内出店 

イ オ ン グ ル ー プ 企 業 

情報・物流シス
テム利用等 

クレジット業務委託 

各種サービスの提供

包装資材等の供給

自動販売機の設置

《総合小売事業》 

イオン㈱ 

《ディベロッパー事業》

ロック開発㈱ 

《サービス事業》 

イオンクレジットサービス㈱

イオンテクノサービス㈱ 

チェルト㈱等 

《専門店事業》 

㈱ニューステップ 

ブックバーン㈱等 

 

ＳＣ内出店 
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２.経  営  方  針 
 

１．会社の経営の基本方針 

当社は、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」という

イオンの基本理念と、「お客さまに喜んでいただけることなら何でもしよう」の行動指針の

もと、「地元の生活や文化に密着した売場づくりや品揃えの追求」、「全員参画による個店経

営の追求」、「笑顔と元気で東北ＮＯ.１を実現」、「チャレンジ精神あふれるオンリーワン店

舗づくりの追求」という経営方針を掲げ、「売場の元気」で真の「お客さま満足業」の実現

を目指しています。 

 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆さまへの安定した利益還元を継続して実施することを経営の重要政策

として位置づけ、内部留保の充実と財務体質の強化を勘案しつつ、株主の皆さまに長期的

かつ安定的な利益還元を心がけてまいりたいと考えております。 

なお内部留保金につきましては、店舗の新設及び増床・改装、経営体質の一層の充実を

図るためのインフラ整備（ＩＴ）等の投資及び将来への人材育成のための教育投資に活用

し、業容拡大と事業基盤の強化に努め、株主の皆さまのご期待に応えてまいります。 

 
３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要な課題と認識しており

ます。当社株式取得に必要な投資額を勘案し、投資家の皆さまに、より投資しやすい環境

を整えるために、2002 年 6 月 11 日より株式の売買単位を 1,000 株から 100 株に引き下げる

とともに 2003 年 4 月 10 日付をもって普通株式 1 株を 1.2 株に分割しました。さらに 2006

年 2 月 3 日付をもってイオン株式会社の持株の一部 600,000 株を売出しました。 

 当社の単元株主数は、個人株主が大幅に増加したことにより 2002 年２月期末の 1,338 名

から 2006 年 2 月期末では 7,346 名と５倍強に拡大しました。 

今期は当社の株主優待券の利用対象店舗を全国のイオングループ各社が運営するジャス

コやマックスバリュの店舗に拡大するととともに個人投資家向けの企業説明会を実施する

等、「お客さま株主」の拡大に向けた取り組みをさらに強化してまいります。 

  
４．目標とする経営指標 

中長期経営数値目標としましては、売上高営業利益率の他、ＲＯＡ（総資産当期純利益

率）、ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）を効率指標として重視しております。 

今後さらに指標改善に向け、収益力の一層の強化をはかるとともに、商品回転率の向上

等にも取り組んでまいります。 
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５．中長期的な会社の経営戦略 

東北エリアＮＯ．１リージョナルチェーン構想を具現化するため、下記の諸施策 

に取り組みます。 

① 出店エリアにおいて高密度なドミナント展開を推進 

② 積極的なスクラップ＆ビルド推進と単独店舗の商業集積化(NSC 化)及び店舗の大型化 

③ 生鮮 3 部門及びデリカ強化、大型店の販売力向上等による営業力強化 

④ イオングループのスケールメリット活用による商品調達及び地場商品の拡販への取

り組み等による商品力強化 

⑤ ＩＴ活用等、効率的な店舗運営の仕組み構築によるローコスト経営の推進 

⑥ マネジメント教育強化等による経営者や管理者人材の育成及び技術訓練の推進、フレ

ックス社員（パートタイマー）や女性社員の幹部への登用 

⑦ キャッシュフロー重視の経営による財務基盤の強化 

⑧ コンプライアンス経営の推進 

⑨ 環境・社会貢献活動の推進 

 

６．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 基本的な考え方 

当社は、コーポレートガバナンスの充実を図り、経営の透明性及び効率性を確保

し、お客さま価値、社会価値及び株主価値を増大させていくことを基本方針とし、

以下の取り組みを行ってまいります。 

② 施策の実施状況 

当社は、取締役会を月１回開催し、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営の基

本方針、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、取締

役の職務執行状況を監督しております。 

 一方、監査役会についても定期的に開催し、公正、客観的な立場から監査を行う

ことを目的に社外監査役 4 名を選任しております。監査役は、取締役会に出席し、

取締役会ならびに取締役の意思決定、業務執行に関し十分な監視機能を果たすとと

もに、監査法人との連携を図っております。 

また、経営目的に照らし、経営及び業務内容の活動と制度等の運営状況を公正な

立場で評価、指摘、指導する機能をもつ経営監査室を設けております。 

さらに、企業としての社会的責任を果たす上でコンプライアンス経営が重要であ

ると認識し、さらなる公正、透明な企業経営の確立に取り組む目的でコンプライア

ンス委員会を設置し、その下にコンプライアンス事務局を配しております。 

そして、弁護士、監査法人等第三者による専門的立場からの助言を随時取り入れ

ております。 

なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、近藤安正氏、陸田雅彦氏で

あり、監査法人トーマツに所属しております。それぞれの継続監査年数は近藤安正



－  － 5

氏が３年、陸田雅彦氏は１年であります。当期の会計監査業務に係る補助者は、公

認会計士４名、会計士補３名であります。 

③ 会社と社外取締役及び監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関

係の状況 

当社は、当社の親会社であるイオン株式会社より社外取締役 1 名の派遣を受け入

れております。なお、社外監査役４名のうち２名はイオン株式会社より派遣されて

おります。 

④ コーポレートガバナンスの充実に向けた取り組みの最近 1 年間の実績状況 

経営監査室は監査基本計画書を作成し、当該監査計画に基づいて店舗及び本部の

内部監査を実施しております。監査結果については幹部会等に報告され、監査指摘

事項については再度監査を実施して改善状況を確認しております。  

⑤ 役員報酬の内容 

   取締役に支払った報酬は取締役６名に対し 66,840 千円、利益処分による役員賞与 

  は６名に対し 5,750 千円であります。 

   監査役に支払った報酬は監査役４名に対し 16,765 千円、利益処分による役員賞与 

  は１名に対し 700 千円、株主総会決議による退職慰労金は 1 名に対し 360 千円であ 

ります。 

⑥ 監査報酬の内容 

   当社の監査法人トーマツに対する監査証明に係る報酬は 16,050 千円であります。 

 
７．会社の対処すべき課題 

  まちづくり三法改正の流れ、地方自治体における大型店出店規制強化、外形標準課税

の導入など小売業をとりまく環境は厳しさを増しております。 

  こうした中で当社は、昨年スタートした｢2010 年プロジェクト｣の 2 年目に当たり、ス

ローガンを =「売場の元気」で真の「お客さま満足業」を実現しよう = と定め、次の施

策に取り組んでまいります。 

① ドミナントエリアの密度を高める新規出店を推進してまいります。 

秋田県に 2 店舗、山形県に 3 店舗、青森県に 2 店舗合計 7 店舗を開設し、早期に

新店を軌道に乗せる計画であります。 

② 営業力と商品力強化による競争力の強化を図り、真の「お客さま満足業」の実現を   

目指します。 

・生鮮部門とデリカ部門をさらに強化いたします。 

・生活カレンダー委員会を活用し、一層の地元密着を図ります。 

・「お客さまに喜んでいただけることなら何でもしよう」を行動指針として、フレ

ンドリーで思いやりのある接客応対に努めます。 

・買上点数増加のための施策を推し進めます。 

・お客さまに支持される名物企画づくりを進めます。 
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・競争力のある大型店舗を作ってまいります。 

③ 高収益体質への変革を図ります。 

・仕入・物流ルートの見直しや売価変更ロスの削減などにより、売上総利益率の改

善をさらに進めてまいります。 

・経費削減プロジェクトを継続し、経費の削減を図ります。 

・不振店舗対策を強力に推し進めてまいります。 

④ マネジメント教育などや技術訓練により、人材育成に取り組んでまいります。 

⑤ お客さまの命をお預かりしているという認識のもと、食品に関わる法令遵守はもと

より、コンプライアンス経営の更なる推進を図ります。 

⑥ 環境・社会貢献活動をさらに推進いたします。 

 
８．親会社等に関する事項 

当社の親会社はイオン株式会社であり、同社は当社の議決権を子会社を含めたグループ

で 69.09％（直接所有 67.38％）保有しております。 

当社は、親会社であるイオン株式会社よりイオンのプライベートブランドである“トッ

プバリュ”商品の一部供給を受けているほか、電子計算処理業務等の委託をしております。

なお取引条件は一般の取引先と同様に決定しており、他と区別しておりません。 

今後も、イオングループのスーパーマーケット事業の東北地区における中核企業として、

イオングループ全体の企業価値向上に寄与することを基本方針としております。 
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３.経営成績及び財政状態 

１．経営成績 

（１）当期の概況 

消費者物価指数上昇の兆しや定率減税の廃止など家計支出に影響する制度改正、東北地

方を襲った豪雪に加え原油価格の高騰による燃料費の上昇など、消費環境は依然として厳

しい状況にあります。 

 このような中、当社は『「私の店」づくりを目指して、「売場の元気」で、お客さま第一

主義を徹底しよう』をスローガンとして、新規出店並びに既存店の活性化（改装並びに増

床）に取り組んでまいりました。 

当期新たに開設した店舗は 3 店舗で、2005 年 4 月に「板柳店」（青森県）、6 月に「山王

店」（秋田県）、7 月に「山形駅西口店」（山形県）であります。一方、閉鎖した店舗は 3 店

舗であります。 

その結果、当期末の店舗数は、秋田県 42 店舗、山形県 30 店舗、青森県 23 店舗、岩手県

1 店舗の 96 店舗となりました。 

 営業面におきましては、「お客さまに喜んでいただけることなら何でもしよう」という行

動指針のもと、お客さまの生活スタイルに合わせた地元密着型の店づくりに努めるととも

に、「地産地消」への取り組みの強化や社名変更 5 周年を記念した大型セールを継続して実

施するなど、お客さまの利便性を高める取り組みを実施してまいりました。その結果、夏

場における野菜の相場安や年末年始以降の豪雪などの影響で既存店の売上高は前期比

97.4％となりましたが、全店ベースでは 102.7%と前期実績をクリアすることができました。 

売上総利益面では、高い品質と低価格、高値入を実現した「トップバリュ」商品の拡販

に努めるとともに、値入率の改善、売価変更ロス率の削減などに取り組んだ結果、売上総

利益率は前期 22.2%から当期 23.2%へ 1.0 ポイントの改善をすることができました。 

また、全社的な経費の削減に取り組みましたが、原油価格の高騰による燃料費、年末年

始以降の豪雪による除雪費、更には当期から導入された外形標準課税などの経費が増加し

ました。また人件費については、スーパーバイザー制度の導入や教育費を増加したことな

どにより売上に対する比率が増加し、販売費及び一般管理費は前期比 4.5%増加いたしまし

た。 

 以上の結果、当期の業績は以下のとおりとなりました。経常利益段階では増収増益とな

りましたが、減損会計を早期適用し 39 億 8 百万円の減損損失を計上した結果 22 億 13 百万

円の当期純損失となりました。 

      営業収益      891 億 62 百万円（対前期比 102.2％） 

      営業利益       11 億 12 百万円（対前期比 111.3％） 

      経常利益       12 億 45 百万円（対前期比 106.3％） 

      税引前当期純損失   30 億 36 百万円（前期は 8 億 24 百万円の税引前当 

期純利益） 
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      当期純損失      22 億 13 百万円（前期は 4 億 46 百万円の当期純利益） 

 
部門別の状況 

≪食品部門≫ 

 食品部門では、生鮮三品及びデリカを強化部門として取り組んでまいりました。農産部

門では地元商品の拡販などに努めるとともに、水産部門では「刺身四点盛り」や「まぐろ」

の品揃え、デリカ部門ではできたて商品の提供や地場の食材を使用した「地産地消弁当」

や地元の駅弁などを拡充してまいりました。さらに、地域の伝統行事や催事などに合わせ

た食材を提供することによって、より地元密着を強める取り組みを強化してまいりました。

その結果、デリカ部門を中心に前期に比して売上高増、売上総利益率の改善となりました。

また、加工食品では単品の販売力強化に努め、ポップコーンの販売実績が東北一となるな

どの成果を収めました。 

 また、イオングループ開発商品の「トップバリュ」は、安全・安心への配慮や多様化す

るお客さまニーズがより一層反映されており、他社との差別化商品と位置付け拡販に努め

てまいりました。 

 その結果、当部門の売上高は 818 億 28 百万円（対前期比 102.9％）となりました。 

 
≪非食品部門≫ 

 非食品部門では、食品部門と同様に「トップバリュ」商品の拡販を行ってまいりました。

また、購買頻度の高い商品カテゴリーの品揃えを拡充するとともに医薬部外品を取扱うな

ど、長時間営業を活かしお客さまの利便性向上を図ってまいりました。しかしながら、ド

ラッグストアやホームセンターなど異業種との競争が激化しており、厳しい状況が続いて

おります。 

 その結果、当部門の売上高は 54 億円（対前期比 100.0％）となりました。 

 
≪その他≫ 

その他営業収入は、配送代行手数料の会計処理の変更などにより減少し、19 億 33 百万円

（対前期比 83.5％）となりました。 

 
(２)来期の見通し 

来期は、競争のさらなる激化など引き続き厳しい経営環境が予想されますが、そのよう

な中、当社は積極的な出店により、ドミナントエリアの拡大と密度を高めてまいります。 

4 月 27 日に開店するマックスバリュ十文字南店（秋田県横手市）を皮切りに、7 店舗（秋

田県 2 店舗、山形県 3 店舗、青森県 2 店舗）を新規出店し、早期での教育体制や支援体制

の強化により早期黒字化を図ります。 

また、さらなる売上総利益率の改善と経費削減の取り組みにより既存店の収益力強化を

図るとともに競争力ある大型店舗づくりとそれを支える管理者、部門責任者等の人材育成
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を強化してまいります。 

以上により通期の見通しは、営業収益 920 億円（対前期比 103.2％）、経常利益 14 億円(対

前期比 112.4％)、当期純利益 3 億円（前年実績▲22 億 13 百万円）を計上する見込みです。 

なお、2007 年 2 月期の配当金につきましては、株主の皆さまへの安定した還元に努め、

1 株につき 20 円の配当をさせていただく予定であります 

 
２．財政状況 

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ 64 百万円減

少し、当期末の資金残高は、13 億 22 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1 億 65 百万円の支出（前期は 33 億 60 百万円の

収入）となりました。 

これは、前決算期末日が日曜日のため仕入債務の決済が当期にずれ込み仕入債務が 18 億

円４百万減少したこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当期は 3 店舗の新規開設及び 7 店舗の改装を行い、その結果、投資活動による支出は、

26 億 89 百万円（対前期比 6 億 50 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） 

当期は、新規に長期借入を行っため、財務活動による収入は 27 億 90 百万円（前期は 9

億 52 百万円減少）となりました。 

【キャッシュ・フロー指標の推移】 

 第 32 期 

2004 年 2 月期 

第 33 期 

2005 年 2 月期 

第 34 期 

2006 年 2 月期 

株主資本比率 30.6％ 29.8％ 22.7％ 

時価ベースの株主資本比率 45.6％ 42.8％ 46.0％ 

債務償還年数 2.5 年 1.0 年 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 31.6 61.6 ― 

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 

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

ております。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しており、有利子負債は貸借対照

表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としております。 

 なお、第 34 期の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・

フローがマイナスのため記載しておりません。 
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３．事業上のリスク 

 (1)出店計画 

 当社は、中長期計画による成長戦略を基本として、店舗展開を青森県内、秋田県内及び山

形県内での一層のドミナント化の推進により地盤強化を図る一方、隣接する岩手県への出店

を加速し、新たなエリア拡大に取り組んでおります。 

 今後、中長期計画による成長戦略での出店計画が出店予定地の選定、出店条件、事前立地

調査、投資回収期間や予想利益等の一定条件を満たさない場合には、出店計画が一部変更さ

れることもあり、計画の進捗状況において、経営計画の変更、先行して進められる年度新規

学卒者の採用計画、先行投資費用の処理等により業績に影響を与える可能性があります。 

 (2)法的規制・品質管理 

 当社の取り扱う商品・サービスの提供にあたっては、販売時や媒体掲載時の表示等につい

て景品表示法や JAS 法による法的な定めがあり、また商品仕入れについては独占禁止法、下

請法等の規制により、取引先との公正な取引が強く要請されています。その他、顧客情報等

の取扱いに伴う個人情報保護法の適用、新規出店・増床計画、営業時間延長等に対する大規

模小売店舗立地法による規制や環境・リサイクル関連法の適用を受けるなど、コンプライア

ンス遵守に立脚した経営が求められています。 

 当社では、法令遵守の重要性や内部牽制手続について教育を徹底し、一人ひとりの日常行

動の基本的な考え方や、判断基準を定めた行動規範に基づき行動を行っております。 

 しかしながら、このように社内管理・内部統制システムの構築と強化に努めたにもかかわ

らず、社会環境の複雑化に伴い、防ぎきれない巧妙な違法行為、取引先などの原因を起因と

する場合の違反事項の防止等がかなわない可能性もあり、これらに対する監督官庁からの違

法性の指摘から営業活動への影響、損害賠償の発生の可能性もあり、業績に影響を与える可

能性があります。 

また、最近では地方自治体における大型小売店舗の郊外出店を規制する条例の制定や、大

規模小売店舗立地法の改正の動きもあり、これらを含めた法的規制の変更・規制強化が行わ

れた場合、変更・規制強化への対応により、業績に影響を与える可能性があります。 

 (3)個人情報保護 

 当社は、「お中元ギフト申込みデータ」など5種類の申込みデータの個人情報を多数保有

しており、データをコンピュータ管理しております。 

 個人情報はもとより、情報の取り扱いについては、情報管理責任者を選任し、情報の利

用・保管などに社内ルールを設け、その管理を徹底し万全を期していますが、コンピュー

タシステムのトラブルによる情報流出や犯罪行為などによる情報漏洩が発生する可能性が

あり、その場合、当社の社会的信用を失うとともに、企業イメージを損ない、売上の減少、

損害賠償の発生など業績に影響を与える可能性があります。 

 (4)外的要因 

 当社が主として取り扱う商品は食品が中心であり、これらの商品調達は国内外に及んでお

ります。これらの地域での天候、自然災害、紛争、同業他社のみならず異業種間との競争や
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不安定な社会情勢を起因とする流通不安で商品市場での価格高騰、商品供給不足と流通問題、

また BSE(狂牛病)や鳥インフルエンザの発生、野菜の残留農薬、産地表示の偽装、豪雪等の

異常気象等の要因により売上高の大きな減少につながり業績に影響を与える可能性があり

ます。 

 (5)固定資産の減損会計について 

固定資産の減損会計については平成 17 年 4 月 1 日以降開始する事業年度から適用が強制

されましたが、当社では平成 18 年 2 月期より早期適用を行うこととし、店舗の建物、構築

物などを中心に減損を行いました。 

 今後は当社の店舗商圏内に同業他社の大型店が出店するなど、経営環境が著しく変化す

る場合には、減損損失が発生し業績に影響を与える可能性があります。 

 (6)業績の季節変動について 

当社の業績は利益が上期に偏る傾向があります。平成 16 年 8 月中間期では経常利益は

1,009 百万円(平成 17 年 2 月期の経常利益の 86.2％)、平成 17 年 8 月中間期では経常利益

は 893 百万円(平成 18 年 2 月期の経常利益の 71.8％)となっております。これは当社の店舗

は中小型店が多く、大型店に見られる年末年始商戦への対応が難しいこと、当社の出店エ

リアは降雪地帯にあることから、降雪期においては新規出店にかかる建物建設が行えない

ことなどが影響しております。当社では大型店については年末年始商戦に向けて積極的に

催事を行うことや、経費管理のより一層の精度向上を図ることなどにより業績の平準化を

目指しておりますが、当社の目論見どおりに業績の平準化が行えない可能性があります。 
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【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  前事業年度 
（2005年２月20日） 

当事業年度 
（2006年２月20日） 

区分 注記 
番号 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   1,387,535   1,322,964  

２．売掛金   323,779   359,904  

３．商品   2,159,172   2,313,589  

４．貯蔵品   18,837   20,171  

５．前払費用   91,060   83,331  

６．繰延税金資産   102,207   160,385  

７．未収入金   588,596   529,415  

８．その他   215,757   248,500  

貸倒引当金   △916   △2,638  

流動資産合計   4,886,029 18.1  5,035,623 18.9 

Ⅱ 固定資産        

（１）有形固定資産        

１．建物  14,614,774   13,719,346   

減価償却累計額  5,692,364 8,922,409  6,307,767 7,411,578  

２．構築物  2,649,418   2,511,212   

減価償却累計額  1,246,557 1,402,860  1,379,943 1,131,268  

３．車両運搬具  6,027   6,027   

減価償却累計額  6,027 －  6,027 －  

４．器具備品  831,475   847,505   

減価償却累計額  513,802 317,673  559,580 287,924  

５．土地   5,370,495   5,336,793  

６．建設仮勘定   225,301   479,912  

有形固定資産合計   16,238,740 60.2  14,647,477 55.1 
 

（２）無形固定資産        

１．営業権   28,102   －  

２．ソフトウェア      

３. その他   

－ 

51,182   

8,634 

37,590  

無形固定資産合計   79,285 0.3  46,225 0.2 
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  前事業年度 
（2005年２月20日） 

当事業年度 
（2006年２月20日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

（３）投資その他の資産        

１．投資有価証券   2,282,793   3,064,803  

２．出資金   4,000   4,000  

３．長期前払費用   880,085   769,226  

４．繰延税金資産   －   528,093  

５．差入保証金 ※１  2,437,938   2,336,488  

６．その他   151,932   152,451  

貸倒引当金   △707   －  

投資その他の資産 
 
合計 

  5,756,042 21.4  6,855,064 25.8 

固定資産合計   22,074,067 81.9  21,548,767 81.1 

資産合計   26,960,097 100.0  26,584,391 100.0 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金 ※４  8,889,599   7,084,610  

２．短期借入金   1,180,000   1,715,000  

３．一年以内返済予定長期
借入金   1,322,000   1,728,800  

４．未払金 ※４  936,075   966,570  

５．未払費用   1,033,042   1,141,892  

６．未払法人税等   68,248   246,270  

７．未払消費税等   119,199   146,089  

８．預り金   353,896   235,991  

９．賞与引当金   94,815   89,697  

10. 設備支払手形   1,351,959   577,715  

11．その他   48,219   297,247  

流動負債合計   15,397,055 57.1  14,229,885 53.5 
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  前事業年度 
（2005年２月20日） 

当事業年度 
（2006年２月20日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金   1,000,000   3,089,000  

２．繰延税金負債   210,410   －  

３．退職給付引当金   24,289   130,514  

４．役員退職慰労引当金   51,425   64,076  

５．閉店損失引当金   －   43,700  

６．預り保証金   2,103,294   2,057,426  

７．リース資産減損勘定   －   832,715  

８．その他 ※４  150,725   106,761  

固定負債合計   3,540,145 13.1  6,324,194 23.8 

負債合計   18,937,201 70.2  20,554,080 77.3 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※２  1,335,000 5.0  1,335,000 5.0 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金   1,812,645   1,812,645  

資本剰余金合計   1,812,645 6.7  1,812,645 6.8 

Ⅲ 利益剰余金        

１．利益準備金   338,521   338,521  

２．任意積立金        

(1）固定資産圧縮積立金  154,639   151,315   

(2）別途積立金  2,800,000 2,954,639  2,950,000 3,101,315  

３．当期未処分利益又は当期
未処理損失（△）   781,695   △1,824,761  

利益剰余金合計   4,074,856 15.1  1,615,075 6.1 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金   806,202 3.0  1,273,844 4.8 

Ⅴ 自己株式 ※３  △5,807 △0.0  △6,254 △0.0 

資本合計   8,022,896 29.8  6,030,310 22.7 

負債・資本合計   26,960,097 100.0  26,584,391 100.0 
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②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   84,951,738 100.0  87,228,893 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．商品期首たな卸高  2,078,685   2,159,172   

２．当期商品仕入高  66,269,168   67,201,071   

合計  68,347,854   69,360,243   

３．他勘定振替高 ※１ 63,430   38,477   

４．商品期末たな卸高  2,159,172 66,125,252 77.8 2,313,589 67,008,176 76.8 

売上総利益   18,826,486 22.2  20,220,717 23.2 

Ⅲ その他営業収入        

１．不動産賃貸収入  1,594,103   1,570,256   

２．販売受入手数料  720,286 2,314,389 2.7 363,131 1,933,387 2.2 

営業総利益   21,140,876 24.9  22,154,105 25.4 

Ⅳ 販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  717,046   749,882   

２．貸倒引当金繰入額  165   1,721   

３．役員報酬・給与賞与  8,046,576   8,533,896   

４．賞与引当金繰入額  94,815   89,697   

５．退職給付費用  200,634   181,792   

６．役員退職慰労引当金繰入額  13,435   13,010   

７．法定福利厚生費  1,082,520   1,185,882   

８．通信交通費  229,354   266,469   

９．水道光熱費  2,059,589   2,185,294   

10．備品消耗品費  1,075,664   1,088,435   

11．地代家賃  2,336,468   2,427,008   

12．リース料  1,050,672   934,463   

13．修繕維持費  1,307,812   1,462,917   

14．減価償却費  1,186,373   1,029,243   

15．租税公課  226,958   281,493   

16．その他  512,637 20,140,728 23.7 609,907 21,041,118 24.1 

営業利益   1,000,147 1.2  1,112,986 1.3 
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前事業年度 

（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅴ 営業外収益        

１．受取利息  7,030   6,165   

２．受取配当金  27,311   30,978   

３．債務勘定整理益  84,445   77,293   

４．テナント解約違約金受入益  12,072   11,140   

５．出店協力金受贈益  5,665   5,625   

６．補助金収入  94,325   45,880   

７．その他  7,911 238,762 0.3 20,192 197,276 0.2 

Ⅵ 営業外費用        

１．支払利息  54,587   56,978   

２．その他  12,982 67,569 0.1 8,001 64,979 0.1 

経常利益   1,171,341 1.4  1,245,283 1.4 

Ⅶ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※２ 45,335   1,000   

２．閉店損失引当金戻入益  2,880   －   

３．その他  1,748 49,964 0.1 － 1,000 0.0 
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前事業年度 

（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比 
（％） 

Ⅷ 特別損失        

１．固定資産除売却損 ※３ 27,959   84,351   

２．店舗閉店関連損失  123,945   150,897   

３．減損損失 ※５ －   3,908,190   

４．閉店損失引当金繰入額  －   43,700   

５．退職給付制度の改訂に伴 
    う損失  ※４ 205,607   －   

６．開発物件撤退処理損失  25,106   －   

７．その他  14,173 396,791 0.5 95,188 4,282,328 4.9 

税引前当期純利益又は税
引前当期純損失（△）   824,514 1.0  △3,036,044 △3.5 

法人税、住民税及び事業税  173,752   288,459   

法人税等調整額  204,107 377,860 0.5 △1,111,050 △822,590 △1.0 

当期純利益又は当期純損
失（△）   446,653 0.5  △2,213,453 △2.5 

前期繰越利益   335,046   388,692  

自己株式処分差損   4   －  

当期未処分利益又は当期
未処理損失（△）   781,695   △1,824,761  
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③【キャッシュ・フロー計算書】 

  
前事業年度 

（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー    

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△）  824,514 △3,036,044 

減価償却費  1,186,373 1,029,243 

減損損失  ― 2,557,556 

貸倒引当金の増加額又
は減少額（△）  △6,952 1,014 

賞与引当金の減少額  △1,058 △5,117 

閉店損失引当金の増加
額又は減少額（△）  △2,880 43,700 

退職給付引当金の増加
額  85,368 106,225 

役員退職慰労引当金の
増加額又は減少額（△）  △1,565 12,650 

受取利息及び受取配当
金  △34,342 △37,144 

支払利息  54,587 56,978 

有形固定資産売却益  △45,335 △1,000 

有形固定資産除売却損  27,207 78,171 

退職給付制度の改定に
伴う損失  205,607 － 

その他の収益  △121,722 △36,958 

その他の費用  168,346 155,550 

売上債権の増加額  △64,486 △36,125 

たな卸資産の増加額  △80,159 △155,752 

仕入債務の増加額又は
減少額（△）  2,200,594 △1,804,988 

未払金の増加額  163,895 32,656 

未払消費税等の増加額
又は減少額（△）  △39,074 26,889 

その他債権の増加額
（△）又は減少額  △73,333 65,995 

その他債務の増加額  40,566 1,083,053 

小計  4,486,150 136,553 
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前事業年度 

（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受取
額  32,244 35,067 

利息の支払額  △46,240 △52,564 

確定拠出年金制度への
移行等に伴う支払額  △759,119 － 

その他の営業活動によ
る収入  120,122 25,817 

その他の営業活動によ
る支出  △205,388 △155,820 

法人税等の支払額  △266,833 △154,851 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  3,360,936 △165,798 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー    

有形固定資産の取得に
よる支出  △1,574,071 △2,697,739 

有形固定資産の売却に
よる収入  85,770 121,182 

貸付金の回収による収
入  4,500 － 

差入保証金の預入によ
る支出  △152,269 △14,002 

差入保証金の回収によ
る収入  150,924 224,472 

預り保証金の受入によ
る収入  73,935 141,525 

預り保証金の返済によ
る支出  △253,982 △139,749 

その他の投資活動によ
る支出  △374,012 △325,038 

その他投資活動による
収入  ― 99 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  △2,039,205 △2,689,249 
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前事業年度 

（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー    

短期借入金の純増加額  780,000 535,000 

長期借入金による収入  － 4,000,000 

長期借入金の返済によ
る支出  △1,468,000 △1,504,200 

配当金の支払額  △263,879 △239,876 

その他の財務活動によ
る収入  70 － 

その他の財務活動によ
る支出  △714 △446 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  △952,523 2,790,476 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額又は減少額（△）  369,207 △64,571 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高  1,018,328 1,387,535 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 ※１ 1,387,535 1,322,964 
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④【利益処分計算書及び利益処分案】 

前事業年度 当事業年度 

（株主総会承認日 （株主総会予定日     

2005 年５月 12 日） 2006 年５月 10 日） 

注記 
区分 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益又は当期未処 
理損失（△） 

   
 

781,695 
 

 
△1,824,761 

Ⅱ 任意積立金取崩額       

 １.固定資産圧縮積立金取崩額   3,323  3,323   
 ２.別途積立金取崩額   － 3,323 2,400,000 2,403,323 

合計    785,019  578,562 

Ⅲ 利益処分額       

１．配当金   239,876  239,868  

２．役員賞与金   6,450  5,650  

（取締役賞与金）   (5,750)  (5,650)  

（監査役賞与金）   (  700)  (   －)  

３.任意積立金       

(１）別途積立金   150,000 396,326 － 245,518 

Ⅳ 次期繰越利益    388,692  333,044 

        

 （注） 固定資産圧縮積立金取崩額は、租税特別措置法に基づくものであります。 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

(1）その他有価証券 (1）その他有価証券 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 ・時価のあるもの ・時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部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） 

同左 

 ・時価のないもの ・時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法 同左 

(1）商品 (1）商品 ３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  「企業会計原則と関係諸法令との調

整に関する連続意見書」第四に定める

売価還元平均原価法 

同左 

 (2）貯蔵品 (2）貯蔵品 

 最終仕入原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法  経済的耐用年数に基づく定額法 

 各資産別の経済的耐用年数として以

下の年数を採用しております。 

同左 

 
 

建物  

（営業店舗） 20年～39年 

（事務所） 38年～50年 

（建物附属設備） ３年～18年 

構築物 ５年～39年 

車両運搬具 ４年～６年 

器具備品 ２年～20年 
  

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法 

 なお、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 

同左 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

 借地権……借地上の店舗の賃借契約

期間に基づく定額法 

借地権…… 同左 

 その他……定額法（償却年数は主と

して５年） 

その他…… 同左 
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項目 
前事業年度 

（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  売上債権等の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当事業年度に

負担する金額を計上しております。 

同左 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

事業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事業年度

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、数理計

算上の差異はその発生時の従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年数（10年）

による定額法により翌事業年度から費

用処理することとしております。 

同左 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

同左 

 (5）閉店損失引当金 (5）閉店損失引当金 

  店舗閉店に伴い発生する損失に備え

るため、店舗閉店により合理的に見込

まれる中途解約違約金及び原状回復費

等の閉店関連損失見込額を計上してお

ります。 

同左 

６．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 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  当社の行っている金利スワップ取引

は、金利スワップの特例処理の要件を

満たすものであり、特例処理によって

おります。 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (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……長期借入金 

同左 
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項目 
前事業年度 

（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  変動金利借入金に係る金利変動リス

クの回避を目的としております。 

同左 

 (4）ヘッジ有効性の評価方法 (4）ヘッジ有効性の評価方法 

  金利スワップの特例処理の要件を満

たすものであり、ヘッジ手段及びヘッ

ジ対象に関する重要な条件が同一のた

め、ヘッジ有効性の事後検証は省略し

ております。 

同左 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 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容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

としております。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 税抜方式を採用しております。 同左 

 
会計方針の変更 

前事業年度 
（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

 （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」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）が2004年３月31日以降に終了する事

業年度に係る財務諸表から適用できることとなったこ

とに伴い、当事業年度から同会計基準及び同適用指針を

適用しております。 

これにより従来と比較して、営業利益及び経常利益は

それぞれ446,890千円増加し、税引前当期純損失は

3,326,107千円増加しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 
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前事業年度 当事業年度 

（2004年２月21日から （2005年２月21日から 

  2005年２月20日まで） 2006年2月20日まで） 

（配送代行手数料の会計処理） 

従来、仕入先に代わって当社が配送センターから各

店舗まで商品配送を代行することに伴う受取配送代

行手数料は、その原価相当額（商品の配送運賃等）を

控除した金額で「販売受入手数料」に計上しておりま

したが、当事業年度から「当期商品仕入高」の控除項

目として計上する方法に変更いたしました。 

この変更は、従来、配送センターは当社で運営して

おりましたが、前事業年度の下期から順次、配送セン

ターの運営がイオン㈱に移管され、当事業年度はすべ

てイオン㈱にて運営されており、配送センター業務が

当社の業務ではなくなったことから、これに関連する

損益は商品仕入に付随するものと位置付け、親会社で

あるイオン㈱の食品部門における会計処理と同様の

方法に変更することにより、売上総利益及び営業総利

益をより的確に開示するためのものであります。 

──────── 

この変更により、従来の方法と比較して「当期商品

仕入高」及び「販売受入手数料」がそれぞれ344,072

千円減少し、「売上総利益」は同額増加しております

が、「営業総利益」への影響はありません。 

 
表示方法の変更 

前事業年度 
（2004年２月21日から 

2005年２月20日まで) 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

 

 

 

 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 前事業年度まで財務活動によるキャッシュ・フローの

短期借入金の増減額は、総額表示しておりましたが、当

事業年度より「短期借入金の純増加額」として純額表示

しております。 

(貸借対照表) 

従来、ソフトウェアは「無形固定資産」の「その他」

に含めておりましたが、当事業年度から区分掲記してお

ります（前事業年度末10,836千円）。 
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追加情報  
前事業年度 当事業年度 

（2004 年２月 21 日から （2005 年２月 21 日から 

  2005 年２月 20 日まで）   2006 年２月 20 日まで） 

（外形標準課税） ──────── 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第９号）が2003年３月31日に公布され、2004年４月

１日以後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、当事業年度から「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）に基づき、

法人事業税の付加価値割及び資本割の合計額44,414

千円を販売費及び一般管理費として計上しておりま

す。 

 
注記事項 

（貸借対照表関係） 
前事業年度 当事業年度 

（2005 年２月 20 日） （2006 年２月 20 日） 

※１ 担保提供資産 ※１ 担保提供資産 

    

差入保証金 25,000 千円 差入保証金 25,000 千円 

（株）ダイハンの不動産賃借債務の担保に供して （株）ダイハンの不動産賃借債務の担保に供して 

いるものであります。 いるものであります。 

※２ 会社が発行する株式

の総数 

普通株式 48,000 千株 ※２ 会社が発行する株式

の総数 

普通株式 48,000 千株 

発行済株式総数 普通株式 12,000 千株 発行済株式総数 普通株式 12,000 千株 

    

※３ 所有する自己株式数 普通株式    6,160 株 ※３ 所有する自己株式数 普通株式    6,600 株 

       

※４関係会社に対する主な負債 ※４関係会社に対する主な負債 

買掛金 198,385 千円 買掛金 195,889 千円 

未払金 370,516 千円 未払金 375,438 千円 

固定負債その他 115,298 千円 固定負債その他 70,658 千円 

    

５ 配当制限 ５ 配当制限 

 商法施行規則第 124 条第３号に規定する、資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は 806,202 千円で

あります。 

 商法施行規則第 124 条第３号に規定する、資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は1,273,844千円

であります。 
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（損益計算書関係） 
前事業年度 

（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

※１ 他勘定振替高の主な内容 ※１ 他勘定振替高の主な内容 
 

販売費及び一般管理費振替高 63,430千円
  

 
販売費及び一般管理費振替高 38,477千円

  
※２ 固定資産売却益の主な内容 ※２ 固定資産売却益の主な内容 

 秋田県秋田市及び青森県弘前市の土地を売却し

たことによるものであります。 

 山形県西村山郡朝日町の建物を売却したことによ

るものです。 

※３ 固定資産除売却損の主な内容 ※３ 固定資産除売却損の主な内容 

 固定資産の除却損は店舗改装・閉鎖等によるもの

であり、内訳は次のとおりであります。 

 固定資産の除却損は店舗改装等によるものであり、

内訳は次のとおりであります。 
 

建物 56,888 千円 

器具備品 1,501 千円 

無形固定資産その他 166 千円 

長期前払費用 5,815 千円 

合計 64,371 千円 

  

固定資産の売却損は山形県酒田市の物件を売却
したことによるものであります。 

建物 17,569 千円 

構築物 2,212 千円 

長期前払費用 197 千円 

合計 19,979 千円 
 

 
※４   

 

 

 

 

※５ 減損損失 

  当事業年度において、以下の資産グループについて損

失を計上しております。 

 
建物 19,811千円

構築物 2,540千円

器具備品 4,854 千円

無形固定資産その他 139 千円

長期前払費用 612 千円

合計 27,959 千円
  

 

 

 

 

 

 

※４ 退職給付制度の改定に伴う損失 

 当該損失は厚生年金基金から企業年金基金へ制

度を移行した後、企業年金基金の一部を確定拠出年

金制度へ移換したこと等に伴い発生した損失であ

ります。 

※５ 

  

(1)減損損失を認識した資産グループの概要 

  

金額 
用途 種類 場所 

店舗等

の数 （千円） 

店舗 
土地及び

建物等 

青森県 

(青森市他) 
7 1,338,175 

店舗等 
土地及び
建物等 

秋田県 
（大館市他） 

12 1,451,965 

店舗等 
土地及び

建物等 

山形県 

（村山市他） 
14 1,118,050 

  

合計     33 3,908,190 
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前事業年度  当事業年度  

（2004 年２月 21 日から  （2005 年２月 21 日から  

  2005 年２月 20 日まで）    2006 年２月 20 日まで）  

  (2)減損損失の認識に至った経緯  

  店舗の活動及び賃貸用不動産から生ずる損益が

継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見

込みである資産グループ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。 

 
  (3)減損損失の金額  

（単位 千円） 

種類 金額 

建物  1,797,945 

構築物  238,451 

器具備品  27,596 

土地  396,076 

リース資産 1,350,633 

その他（注）         97,487 

合計  3,908,190 

（注）その他には無形固定資産及び長期前払費用を
含んでおります。 

 

    

  

 
(4)資産のグルーピング方法 

    
   当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単

位として、店舗を基礎としてグルーピングしてお

ります。また、賃貸用不動産については個別の物

件毎にグルーピングしております。 
 

 

  (5)回収可能価額の算定方法 
資産グループの回収可能価額は正味売却価額ま 

たは使用価値により測定しております。 
正味売却価額は、土地については重要性が乏しい 

ため固定資産税評価額等を基に算定した金額によ 

評価しております。また、使用価値は、将来キャ 
ッシュ・フローを 4.2％で割り引いて算定してお 

ります。  

  

   

 
（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（2005年２月20日現在） （2006年２月20日現在） 
 

現金及び預金 1,387,535 千円

現金及び現金同等物 1,387,535 千円
  

 
現金及び預金 1,322,964千円

現金及び現金同等物 1,322,964千円
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（リース取引関係） 
前事業年度 

（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

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 

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 

(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 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

建物 3,621,629 957,262 2,664,366 

器具備品 5,400,037 2,742,714 2,657,323 

その他 68,458 67,381 1,077 

計 9,090,125 3,767,357 5,322,767 

  

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 

期末残高相

当額   

（千円） （千円） （千円） （千円） 

建
物 

3,920,419 1,222,366 942,399 1,755,654 

器
具
備
品 

5,148,809 2,243,064 408,234 2,497,510 

そ
の
他 

70,071 65,366 － 4,704 

計 9,139,300 3,530,797 1,350,633 4,257,868 

 
(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 1,090,121 千円

１年超 4,607,683 千円

計 5,697,804 千円
  

 
１年内  1,155,733千円

１年超 4,628,418千円

計 

リース資産減損勘定の残高 

5,784,152千円

1,040,746千円
  

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(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 1,375,720 千円

減価償却費相当額 1,123,553 千円

支払利息相当額 210,317 千円
  

 
支払リース料 1,428,522千円

リース資産減損勘定の 

取崩額 

減価償却費相当額 

309,887千円

848,419千円

支払利息相当額 231,544千円

減損損失 1,350,633千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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、残存価格を零とする 

   定額法によっております。 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 (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価格相当額との 

   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。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

(1）賃借物件 (1）賃借物件 

未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 818,193 千円

１年超 3,969,158 千円

計 4,787,352 千円
  

 
１年内 731,738千円

１年超 2,825,293千円

計 3,557,032千円
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（有価証券関係） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度（2005年２月20日） 当事業年度（2006年２月20日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表
計上額（千
円） 

差額（千円） 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表
計上額（千
円） 

差額（千円） 

(1）株式 219,805 1,582,348 1,362,543 711,853 2,847,338 2,135,485 

(2）債券 ― ― ― ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― ― ― ― 

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの 

小計 219,805 1,582,348 1,362,543 711,853 2,847,338 2,135,485 

(1）株式 586,447 572,069 △14,378 94,400 89,090 △5,310 

(2）債券 ― ― ― ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― ― ― ― 

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの 

小計 586,447 572,069 △14,378 94,400 89,090 △5,310 

合計 806,253 2,154,418 1,348,164 806,253 2,936,428 2,130,175 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 
前事業年度（2005年２月20日） 当事業年度（2006年２月20日） 

種類 
貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 
 128,375 128,375 
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（デリバティブ取引関係） 
１．取引の状況に関する事項 

前事業年度 
（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

 当社は金利スワップ取引を利用しております。 同左 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

 当社は、通常業務を遂行する上で必要となる資金需

要を踏まえ、その範囲内でデリバティブ取引を利用し

ており、したがって投機的な取引は一切行わない方針

であります。 

同左 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

当社は変動金利借入に係る資金調達コストの低減

及び安定化を図り、金利変動リスクを減少させるため

に金利スワップ取引を利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

同左 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 当社の行っている金利スワップ取引は、金利スワ

ップの特例処理の要件を満たすものであり、特例処

理によっております。 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 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・・・長期借入金 

同左 

③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

 変動金利借入金に係る金利変動リスクの回避を目

的としております。 

同左 

④ ヘッジ有効性の評価方法 ④ ヘッジ有効性の評価方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満たすものであ

り、ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件

が同一のため、ヘッジ有効性の事後検証は省略して

おります。 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

 当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おります。 

 なお、当社のデリバティブ取引の契約相手は信用度

の高い国内金融機関であり、取引相手の債務不履行に

よるリスクは極めて少ないと認識しております 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 (5）取引に係るリスク管理体制 

 当社では、デリバティブ取引は社内規定にしたがっ

た承認を受けた後、財務課にて実行及び管理を実施し

ております。また、残存取引内容及び含み損益状況を

定期的に管理本部長に報告しております。 

当社では、デリバティブ取引は社内規定にしたがった

承認を受けた後、財務課にて実行及び管理を実施して

おります。また、残存取引内容及び含み損益状況を定

期的に経営管理本部長に報告しております。 
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２．取引の時価等に関する事項 
 前事業年度（2004 年２月 21 日から 2005 年２月 20 日まで） 
  ヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。 
 

当該事業年度（2005 年２月 21 日から 2006 年２月 20 日まで） 
ヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。 
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（退職給付関係） 
前事業年度 

（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、従来、親会社であるイオン株式会社及び同

社の主要国内関係会社で設立している確定給付型の厚

生年金基金制度、確定拠出年金制度及び退職金前払制

度を設けておりましたが、厚生年金基金代行部分につ

いて、平成16年５月31日に厚生労働大臣から過去分返

上の認可を受け、平成17年２月17日に国に返還額（最

低責任準備金）の納付を行いました。 

 また、代行部分以外は、過去分返上の認可の日にお

いて確定給付型の企業年金基金へ移行し、当該企業年

金基金の積立金の一部を確定拠出年金制度へ移換して

おります。 

この結果、当事業年度末現在の退職給付制度は、イ

オン株式会社及び同社の主要国内関係会社で設立し

ている確定給付型のイオン企業年金基金並びに確定

拠出年金制度及び退職金前払制度となりました。 

 

 当社は、親会社であるイオン株式会社及び同社の主要

国内関係会社で設立している確定給付型の企業年金基

金制度並びに確定拠出年金制度及び退職金前払制度を

設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 
 

退職給付債務 △1,486,082千円

年金資産 1,030,258千円

未積立退職給付債務 △455,823 千円

未認識数理計算上の差異 431,534 千円

退職給付引当金 △24,289 千円
  

 
退職給付債務 △1,770,225千円

年金資産 1,121,024千円

未積立退職給付債務 △649,200千円

未認識数理計算上の差異 518,685千円

退職給付引当金 △130,514千円
  

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 
 

勤務費用 66,631 千円

利息費用 43,985 千円

期待運用収益 △25,798 千円

数理計算上の差異の費用処理額 69,984 千円

その他（注）１ 45,831 千円

退職給付費用 200,634 千円

退職給付制度の改定に伴う損失

（注）２ 

205,607 千円

計 406,242 千円
  

 
勤務費用 60,509千円

利息費用 35,665千円

期待運用収益 △20,090千円

数理計算上の差異の費用処理額 58,283千円

その他（注） 47,424千円

退職給付費用 181,792千円

  
  

 （注）１．確定拠出年金の掛金支払額及び退職金前払

制度による従業員に対する前払退職金支

給額であります。 
    ２．厚生年金基金から企業年金基金へ制度を移

行した後、企業年金基金の積立金の一部を

確定拠出年金制度へ移換したこと等に伴

い発生した損失であります。 
 

 （注）確定拠出年金の掛金支払額及び退職金前払 
     制度による従業員に対する前払退職金支給 

     額であります。 
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前事業年度 
（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 

割引率   2.40％ 

期待運用収益率   2.29％ 

退職給付見込額の期間配
分方法 期間定額基準 

数理計算上の差異の処理
年数 発生翌事業年度より10年

  

 
割引率   2.40％ 

期待運用収益率   1.95％ 

退職給付見込額の期間配
分方法 期間定額基準 

数理計算上の差異の処理
年数 発生翌事業年度より10年
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（税効果会計関係） 
前事業年度 

（2004 年２月 21 日から 
  2005 年２月 20 日まで） 

当事業年度 

  （2005 年２月 20 日から 
       2006 年２月 20 日まで） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

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内訳 

(1）流動の部 (1）流動の部 

    

繰延税金資産  繰延税金資産  

未払費用 54,951 千円 未払費用 89,694 千円 

未払事業税 4,476 千円 未払事業税 29,351 千円 

賞与引当金 38,115 千円 賞与引当金 36,058 千円 

その他 4,663 千円 その他 5,280 千円 

繰延税金資産合計 102,207 千円 繰延税金資産合計 160,385 千円 

    

(2）固定の部 (2）固定の部 

    

繰延税金資産  繰延税金資産  

有形固定資産 238,919 千円 有形固定資産 1,116,137 千円 

投資有価証券 22,707 千円 リース資産 418,494 千円 

長期前払費用 131,831 千円 投資有価証券 22,707 千円 

退職給付引当金 4,297 千円 長期前払費用 192,315 千円 

役員退職慰労引当金 20,673 千円 退職給付引当金 49,620 千円 

その他 14,843 千円 役員退職慰労引当金 25,758 千円 

繰延税金資産合計 433,272 千円 閉店損失引当金 17,567 千円 

    その他 12,881 千円 

    評価性引当額 △371,571 千円 

    繰延税金資産合計 1,483,910 千円 

繰延税金負債    

固定資産圧縮積立金 101,720 千円 繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 541,962 千円 固定資産圧縮積立金 99,486 千円 

繰延税金負債合計 643,682 千円 その他有価証券評価差額金 856,330 千円 

繰延税金負債の純額 210,410 千円 繰延税金負債合計 955,816 千円 

    繰延税金資産の純額 528,093 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
との差異原因 

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
の差異原因 

    

法定実効税率 41.6％ 法定実効税率 △40.2％ 

（調整）  （調整）  

受取配当金等一時差異ではない項目 △0.6％ 受取配当金等一時差異ではない項目 △0.0％ 

住民税均等割 3.9％ 住民税均等割 0.9％ 

その他 0.9％ 評価性引当額の増加 12.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.8％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 △27.1％ 

      

（持分法損益等） 
前事業年度（2004 年２月 21 日から 2005 年２月 20 日まで） 
該当事項はありません。 
 
当事業年度（2005 年２月 21 日から 2006 年２月 20 日まで） 
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引） 
前事業年度（2004 年２月 21 日から 2005 年２月 20 日まで） 
親会社 

関係内容  

属性 会社等

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

（百万円） 

事業の

内容 
議決権等の被 

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） 

買掛金 198,385 
 

 

親会社 
イオン 

株式会社 

千葉市

美浜区 
101,798 

総合小

売業 

直接 72.41 

間接 1.70 

 

計 74.11 

兼

任 

2 名 

商品仕入 

電子計算処理

業務委託等 

商品供給

他 
3,138,416 

未払金 370,516 

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費

税等が含まれております。 
   ２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

同社からの商品購入及び同社に対する業務委託については、一般的な取引価格を 
参考に決定しております。 

 
当事業年度（2005 年２月 21 日から 2006 年２月 20 日まで） 
（1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容  

属性 会社等

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

（百万円） 

事業の内

容 

議決権等の被 

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） 

買掛金 195,889 
 

 

親会社 イオン 

株式会社 

千葉市 

美浜区 
101,798 

総合小売

業 

 

直接 67.38 

間接 1.71 

  

計 69.09   

       

兼任 

2 名 

商品仕入 

電子計算処理

業務委託等 

商品供 

給他 
3,054,392 

未払金 375,438 

 
（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費

税等が含まれております。 
   ２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

同社からの商品購入及び同社に対する業務委託については、一般的な取引価格を 
参考に決定しております。 
 

（２）兄弟会社等 
関係内容  

 

属性 

会社等

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

（百万円）

事業の内

容 

議決権等の 

所有 

（被所有） 

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） 

クレジット 

売掛 
579,054 売掛金 274,737 

 

親会社
の子会

社 

イオンク

レジット

サービス 

株式会社 

東京都 

千代田区 
15,466 

金融サー

ビス業 

(被所有) 0.1 

(所有) 0.1 

 

 
クレジ

ット業

務委託 クレジット

手数料 
63,120 未払金 2,970 

 
（注）１．上記の金額のうち、クレジット手数料の取引金額には消費税等は含まれておらず、 

その他は消費税等が含まれております。 
  ２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

クレジット手数料については、一般的な取引条件を参考に決定しております。 
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（１株当たり情報） 

項目 
前事業年度 

（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

１株当たり純資産額 668 円 38 銭 502円33銭 

１株当たり当期純利益又は一株当たり
期純損失（△） 36 円 70 銭 △185円02銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

同左 

   

 
 

 

（注） １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

（2004年２月21日から 
2005年２月20日まで） 

当事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 446,653 △2,213,453 

普通株主に帰属しない金額（千円） 6,450 5,650 

（うち利益処分による役員賞与金） (6,450) (5,650) 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 

 

440,203 

  

△2,219,103 

期中平均株式数（株） 11,994,195 11,993,645 

 
（重要な後発事象） 
前事業年度（2004 年２月 21 日から 2005 年２月 20 日まで） 
該当事項はありません。 
 
当事業年度（2005 年２月 21 日から 2006 年２月 20 日まで） 
該当事項はありません。 
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商品部門別販売実績 
 

前事業年度及び当事業年度における販売実績を商品部門別に示すと、次のとおりであります。   （単位：千円） 

前事業年度 当事業年度 

2004年２月21日から 

2005年２月20日まで 

2005年２月21日から 

2006年２月20日まで 

比較増減 

(△は減) 

期 別 
 
 

商品部門別 金 額 構成比 金 額 構成比 金  額 
    ％  ％  
 加 工 食 品  29,123,366 34.3 30,982,575 35.5 1,859,209 
 生 鮮 食 品  28,752,123 33.8 29,333,708 33.6 581,585 
 デ ィ リ ー 食 品  21,673,720 25.5 21,511,860 24.7 △161,860 
 食 品 部 門 計  79,549,210 93.6 81,828,144 93.8 2,278,934 
 ノ ン フ ー ズ  5,216,918 6.1 5,235,599 6.0 18,681 
 そ の 他  185,610 0.3 165,149 0.2 △20,461 
 非 食 品 部 門 計  5,402,528 6.4 5,400,749 6.2 △1,779 
 合 計  84,951,738 100.0 87,228,893 100.0 2,277,155 

 
役員の異動（2006年５月10日予定）  

 

 ①新任取締役候補 
   

（常 勤）取締役 小林大介（現 当社 営業推進本部長兼業務改革部長） 
（非常勤）取締役 中村邦生（現 イオン株式会社 常務執行役） 

   （注）中村邦生氏は、商法 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める「社外取締役」であります。 
 
 ②新任監査役候補 
   
  （非常勤）監査役   鈴木 仁（現 マックスバリュ北海道株式会社 常勤監査役）  

 
 

 ③退任予定取締役 
    
  （常 勤）取締役  岡田次生（現 人事総務本部長兼企業倫理担当） 

※岡田次生氏は、２００６年５月１０日付で当社顧問に就任予定。 

 
（非常勤）取締役   古谷 寛（現 イオン株式会社 執行役副社長） 

 
 
 ④退任予定監査役 

 
（非常勤）監査役   飯田浩司（現 イオン株式会社 財経本部長） 

 
 
 

 


