
- 1 - 

2006年3月期           決算短信（連結）        
                                         2006年5月15日    

会 社 名         マックスバリュ北海道株式会社             上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号         ７４６５                    本社所在都道府県   北海道 

（URL http://www.mv－hokkaido.co.jp/） 

代    表    者 役職名 代表取締役社長         氏名 村中 誠二 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役管理･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当  氏名 出戸 信成    T E L （011）631-1358（代表） 

決算取締役会開催日  2006年5月15日 

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議決権所有比率：49.71％ 

米国会計基準採用の有無  有 ・ 無 

 

1．2006年3月期の業績（2005年4月1日～2006年3月31日） 

（1）連結経営成績                               （注）百万円未満の端数は、切り捨てて表示しております。 

 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

2 0 0 6 年 3 月期 

2 0 0 5 年 3 月期 

     百万円        ％ 

  61,281      (    0.0 ) 

  61,255   (   3.8 ) 

     百万円       ％

      594       (    28.9 ) 

   461       ( △ 29.2 ) 

     百万円         ％

       650      (     25.8 )

      517      (   △ 24.0 )

 

 
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       

営 業 収 益      

経常利益率      

 

2 0 0 6 年 3 月期 

2 0 0 5 年 3 月期 

  百万円   ％ 

△1,801 (   ― ) 

209 ( △28.9) 

      円    銭 

 △ 265   76 

   30    78 

     円   銭 

    ― 

     ― 

      ％ 

△ 23.6 

   2.5 

      ％ 

   3.1 

2.4 

      ％ 

1.1 

0.8 

（注）1．持分法投資損益  2006年3月期 ― 百万円  2005年3月期 ― 百万円 

   2. 期中平均株式数（連結） 2006年3月期 6,793,159株  2005年3月期 6,793,214株 

   3．会計処理の方法の変更   有 ・ 無 

      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）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 

 

2 0 0 6 年 3 月期 

2 0 0 5 年 3 月期 

          百万円 

19,598 

21,770 

        百万円 

         6,666 

         8,572 

        ％ 

         34.0 

     39.4 

    円   銭 

    981    37 

   1,261   98 

（注）期末発行済株式数（連結） 2006年3月期  6,793,129 株  2005年3月期 6,793,191 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

 

2 0 0 6 年 3 月期 

2 0 0 5 年 3 月期 

        百万円 

           295 

939 

      百万円 

      △  520 

      △ 2,189 

      百万円 

         184 

 1,240 

         百万円 

          181 

         221 

 

（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 －社  持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 －社 

前連結会計年度まで唯一の連結子会社であった真駒内企業株式会社の全株式を2006年２月１日付けで売却したため、当連

結会計年度は同社の2005年3月1日から2006年1月31日までの損益計算書のみを連結した連結財務諸表を作成しております。 

 

（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）1社   持分法（新規）－社  （除外）－社 

 

2．2007年3月期の連結業績予想（2006年4月1日～2007年3月31日） 

 
営 業 収 益       経 常 利 益       当期純利益       

 

 中  間  期 

  通          期 

      百万円

― 

― 

      百万円

 ― 

― 

   百万円

― 

― 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）   － 円 － 銭 

※現時点において連結子会社がなく、2007年3月期に係る連結財務諸表を作成する予定はありませんので、連結業績予想は記

載しておりません。35ページの「個別財務諸表の概要」における単体の業績予想をご参照下さい。 
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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

群の中に位置づけられており、北海道にて食料品及び日用雑貨品を主に販売する小売事業を営んでおります。 

なお、食品スーパーマーケット事業に一層特化するため、従来当社の連結子会社であり不動産賃貸事業を行ってまいりま

した真駒内企業株式会社の全株式を2006年２月１日付けで売却したため、同社は当社の子会社ではなくなりました。 

  

当社は親会社であるイオン株式会社より商品の一部の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、他のグループ各社との間で、店舗の維持管理、資材の供給や当社店舗へのテナント入店等の取引を行っております。 

 

これらの事業に係る系統図は、次のとおりです。 

 

 

 

お 客 さ ま 

 

 

 

 

 

《スーパーマーケット事業》 

当 社 

 

 

 

《親会社》 

イオン㈱ 

 

 

 

 

《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㈱ 

アイク㈱ 

 

《専門店事業》 

㈱ニューステップ 

 

 

 

 
 

（ イ オ ン グ ル ー プ ） 

商品供給 
情報システム

の利用等 

店舗内出店 
クレジット販売代金の 
業務委託 

店舗維持管理 
店舗資材供給 

商品供給 
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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』というイオンの不変の基

本理念とマックスバリュ北海道従業員の行動基準である『お客さまへ５つのお約束』を通じて、地域の豊かな

生活の発展に寄与し、地域の一員としてより多くのお客さまへ真に価値ある商品とサービスで、より質の高い

満足を提供いたします。今後とも『感謝と奉仕』の心を忘れず、『すべてはお客さまのために』という視点の

もと、北海道内にいくつかのドミナントエリアを形成し多店舗化を進めてまいります。 

 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

当社の利益配分に関する基本方針は、将来の事業展開に備えた内部留保の充実を図りつつ、株主配当を業績

に応じて､安定的な配当を年１回継続的に実施していくことにあります。当期配当金は、１株につき10円00銭

とさせていただきたいと存じます。内部留保資金につきましては、店舗の新設、改装及びシステム投資、教育

投資に活用し、事業基盤の強化と更なる業容の拡大につなげてまいります。 

今後も引き続き、株主さまに対する利益還元の増進を念頭において、積極的かつ堅実な経営をしていく所存

であります。 

 

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して認識しております。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、2000年10月より株

式の売買単価を1,000株から100株としております。 

 

４．目標とする経営指標 

当社の中長期的経営計画数値は2007年度営業収益660億円、経常利益11億50百万円、2008年度営業収益700億

円、経常利益14億50百万円を目標数値としております。 

今後とも目標数値の達成に向け改善に取組み、地域のお客さまにお買物の楽しさと、喜んでいただける地域

になくてはならない店舗を目指し、以下の戦略を推進してまいります。 

 

５．中長期的な会社の経営戦略 

当社は、北海道を事業エリアとして店舗網の拡大を図るとともに、競争力ある事業の確立と従業員の活性化

を図り、地域になくてはならない店づくりを進めてまいります。そのため次の内容に取組んでまいります。 

① 既存店の収益力改善、道央圏に重点を置いた出店、効率的な店舗のスクラップに取組み、2010 年度営業

収益 1,000 億円体制の確立を目指します。 

② お客さまの声を具現化し、長時間営業の深化、高齢者にやさしい売場と商品の推進に努めます。 

地域社会とともに環境問題（資源回収や植樹活動）や社会貢献活動（募金活動やボランティア活動）に

積極的に取組みます。 

③地域一番店を目指した欠品、品切れのない、清潔で鮮度あふれる売場づくりへの取組み。 

④ＣＳＲ（企業の社会的責任）を優先する企業風土 

 ・イオン行動規範の浸透と遵守 

⑤ 社会の一員としての社会貢献活動と環境問題への積極的な取組み。 

 

６．会社の対処すべき課題 

当社の使命は成長戦略が可能となる経営基盤の構築と地域の豊かな生活の発展に寄与することにあります。

この目標を実現するために以下の課題に取組んでおります。 
①『お客さま満足の実現』として、お客さまの声を反映させるための「お客さまサービス部」の新設、また、

高齢者に対応した品揃え、健康食品、カロリー表示への取組み、さらに専門性に対応した技術教育の深

耕を推進いたします。 

②『収益構造の改革』として、計画と商品の改廃仕組みによる週間マネジメントの定着化、ベストプラクテ

ィスの伝播、在庫の削減、売価変更削減による荒利益率の改善と回転日数のアップを図る、また不採算
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店についてはスクラップを行なってまいります。 

③『新規出店の成功』として、オペレーションを強化し道央圏を中心エリアとした出店を進めてまいります。 

 

７．親会社等に関する基本方針 

当社の親会社はイオン株式会社であり、同社は当社の株式を、子会社を含めたグループで57.96％（直接所

有49.71％）保有しております。当社はイオン株式会社より取締役１名、監査役１名の派遣を受け入れ、電子

計算処理業務の委託及びプライベートブランド商品、『トップバリュ』の供給を受けております。今後もイオ

ンが中核事業のひとつとしているスーパーマーケット事業の北海道地区におけるリージョナルチェーンとし

て事業の拡大、発展をグループ各社と協力して推し進めてまいりました。 
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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 

当連結会計年度における小売業界は、少子高齢化の影響や異業種・異業態も含めた店舗間の競争が益々激

化し、厳しい経営環境が続いております。当社は食品スーパーマーケット事業に一層特化するため、2006 年

２月１日付けで不動産賃貸事業を行ってまいりました真駒内企業株式会社の全株式を売却いたしました。 

そのような環境の下、当社は以下のことについて取組んでまいりました。 

 

当社は出店を中止し、既存店強化のため、4つの施策を柱とし取組んでまいりました。 

① 既存店活性化を柱に収益改善 

      売上既存比100％を目指す 

② プロ集団の育成 

      販売のプロ、接客のプロ、商品知識・技術のプロの育成 

③ 教育体系づくり 

       訓練教育と検定制度導入 

④ 地域密着に徹する  

 

「既存店の活性化を柱にした収益改善」につきましては、「駅前立地店舗の構造的業態の見直しと、地方

都市店舗の増床、売場拡縮」をテーマに５月の「菊水店」（札幌市白石区）、６月の「深川店」（深川市）、７

月の「八軒店」（札幌市西区）、「西岡店」（札幌市豊平区）、９月の「滝川店」（滝川市）、11月の「手宮店」

（小樽市）、12月の「名寄店」（名寄市）の７店舗で惣菜、インストアベーカリー、酒コーナーの設置を中心

に取組みました。 

「プロ集団の育成」につきましては、52週マーチャンダイジングの深耕と売上点数ベスト50データの活用、

重点攻勢日の「旬・季節・重点・行事・地域・話題」商品の価格強化、また、スーパーマーケットの基本で

ある品揃え、鮮度と４S（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底に取組みました。 

「教育体系づくり」につきましては、訓練教育と検定制度の導入により、チェッカー技能検定取得者411

名、農産マスター９名、惣菜士３級202名、鮮魚士２級５名、３級41名が誕生し、技術と知識をお客さまに

提供できるようになりました。また、チェッカーコンクールの実施により、従業員のお客さまに接する意識

の啓蒙となりました。 

「地域密着に徹する」につきましては、イオン物流センターの活用で旬、季節を活かした全国の商品・商

材の展開がでるようになり、「お客さまの要望には原則100％品揃え」の対応で差別化ができました。 

また、当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」が適用となり、23億29百万円の減損損失を

計上しております。 

以上の結果、当連結会計年度の業績は以下のとおりであります。 

 

     営業収益         612 億 81 百万円（前年比 100.0％） 

     営業利益          5 億 94 百万円（前年比 128.9％） 

     経常利益          6 億 50 百万円（前年比 125.8％） 

     当期純損失         18 億 １百万円（前連結会計年度 209 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、生鮮部門及び惣菜部門、インストアベーカリー部門を強化部門として取組んでまいりまし

た。水産部門では「地産地消」に取組み、空輸することにより刺身で食べられる鮮度抜群の九州のさば、厚

岸の大黒さんまなど旬魚を強化した結果、売上のダウントレンドに歯止めをかけることができました。また、

惣菜部門では、サラダや和・洋惣菜を強化することにより対前年同期比 101.4％と伸長させることができま

した。一方、農産部門では冬期の国内柑橘の落ち込みが大きく影響し、大変厳しい状況で終わりました。以

上の結果、食品合計の売上高は 539 億 71 百万円（対前年同期比 100.1％）となりました。 
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   《非食品部門》 

      非食品部門では、長時間営業を活かし、電池やカメラ、雑誌などコンビニ性の高いものを強化し、お客さ

まの利便性向上を図ってまいりました。また、消費頻度の高い商品（紙製品や台所まわり用品）をお買得価

格で継続的に提供し続けてまいりました結果、家庭用品グループの売上高は 30 億 44 百万円（対前年同期比

103.4％）となりました。 

 

(2) 社会貢献・環境保全活動 

「地域への貢献活動を」と毎月 11 日を「イオン・デー」として従業員、延べ約 6,000 名が参画し清掃活

動等のボランティア活動を進めております。「黄色いレシートキャンペーン」では、レシート金額の１％を福

祉団体、学校などに寄付をさせていただいております。その他、寄付活動では、盲導犬育成募金、交通遺児・

難病募金、地震・台風の災害義援金等、総額で 320 万円の寄付をさせていただきました。また、リサイクル

活動では、食品トレーが 35,700ｋｇ、牛乳パックが 64,500ｋｇ、アルミ缶が 62,000ｋｇ、ペットボトルで

56,800ｋｇの回収を行ないました。さらにレジ袋削減に寄与するマイバスケット販売、スタンプカードの発

行を行なってまいりました。今後も「企業市民」として、地球環境に配慮し地域社会へ貢献してまいります。 

 

(3) 次期の見通し 

国内経済は、回復傾向にあるものの、個人消費は少子高齢化による医療費負担増や、減税縮小、社会保険

料負担増等による将来への不安から、消費マインドの悪化が予想され、当社を取り巻く環境は厳しさを増す

ものと思われますが、地域になくてはならないスーパーマーケットを目指し、以下の施策を確実に推進して

まいります。 

①『お客さま満足の実現』として、お客さまの声を反映させるための「お客さまサービス部」の新設、また、

高齢者に対応した品揃え、健康食品、カロリー表示への取組み、さらに専門性に対応した技術教育の深

耕を推進いたします。 

②『収益構造の改革』として、計画と商品の改廃仕組みによる週間マネジメントの定着化、ベストプラクテ

ィスの伝播、在庫の削減、売価変更削減による荒利益率の改善と回転日数のアップを図る、また不採算

店についてはスクラップを行なってまいります。 

③『新規出店の成功』として、オペレーションを強化し道央圏を中心エリアとした出店を進めてまいります。 

 

このような取組みの結果、次期の見通しにつきましては、営業収益 63,000 百万円（対前期比 102.8％）、

経常利益 1,000 百万円（対前期比 155.6％）、当期純利益 79 百万円（前期は 18 億 65 百万円の損失）を見込

んでおります。また、次期は１株当たり 16 円の配当をさせていただく予定であります。 

なお、現時点で連結子会社が存在しないため、いずれも当社単体の見通しであります。 

 

２．財政状態 

(1)資産・負債の状況 

《資産》 

当連結会計年度末における総資産残高は、前連結会計年度末に比べ21億71百万円減少し195億98百万円とな

りました。主な要因は、減損損失の計上等により有形固定資産残高が前連結会計年度末に比べ19億98百万円減

少したこと、子会社であった真駒内企業㈱全株式の売却に伴い同社の総資産残高が連結貸借対照表から除外さ

れたこと等によるものであります。 

 

《負債》 

当連結会計年度末における負債残高は、前連結会計年度末に比べ２億65百万円減少し129億32百万円となり

ました。主な要因は、長期借入金の増加（４億98百万円）等があったものの、設備関係支払手形の減少（４億

44百万円）、買掛金の減少（３億14百万円）等があったこと、子会社であった真駒内企業㈱全株式の売却に伴

い同社の負債残高が連結貸借対照表から除外されたこと等によるものであります。 
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(2)キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ 40 百

万円減少し、１億 81 百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

営業活動の結果から得られた資金は、前連結会計年度末に比べ６億 44 百万円減少し、２億 95 百万円となり

ました。これは主として仕入債務の減少（５億 48 百万円）、預り保証金の減少（１億 96 百万円）等によるも

のであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

投資活動の結果要した資金は、前連結会計年度末に比べ 16 億 69 百万円減少し、５億 20 百万円となりまし

た。これは主として有形固定資産の取得による支出の減少（11 億６百万円）、また、建設協力金の支払による

支出（前連結会計年度 ４億 85 百万円）が当連結会計年度はなかったこと等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、前連結会計年度末に比べ 10 億 55 百万円減少し、１億 84 百万円となりま

した。これは主として短期借入金の減少（６億 77 百万円）、長期借入れによる収入の減少（３億 50 百万円）

等によるものであります。 

 

なお、キャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。 

※自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：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 

１． 指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２． 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

３． 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フローの営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

すべての負債を対象としております。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おります。 

 

３．事業等のリスク 

  当社の事業展開及びその他に関するリスク要因となる個脳性があると考えられる主な事項は、以下のとおり

であります。また、必ずしも、そのようなリスク要因と考えていない事項につきましても、投資者の判断上、

重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しておりま

す。 

  なお、当社は、これらのリスクの存在を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針

であります。また、文中における当該事項は、2006 年 5 月 15 日現在において当社が判断したものであります。 

 

①貸倒引当金のリスク 

 当社は、建設協力金、売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

 前連結会計年度 

（2005 年３月期） 

当連結会計年度 

（2006 年３月期） 

株主資本比率（％）     39.4     34.0 

時価ベースの株主資本比率（％）     46.8     56.8 

債務償還年数（年）      4.5     14.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ     20.2      8.5 
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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、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しており

ます。実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における前提及び見積りと乖離し、貸倒引当金を大幅に超えた場合、

また、経済状態全般の悪化により、設定した選定及び見積りを変更せざるを得なくなった場合、業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

 

 ②資金調達のリスク 

  当社は、これまでに新規に店舗を出店する資金を自己資金と金融機関からの借入金により調達しております。

当社は、2008 年度売上高 1,000 億円体制実現のため、今後も新規店舗網を拡充する計画です。それに伴い基金

融機関からの借入金額を増加する予定です。金利動向等の金融情勢に変化があった場合、業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

③食品の安全性のリスク 

近年、食品業界を中心に、野菜の残留農薬、牛肉等の産地偽装やＢＳＥ問題が発生しております。多数の顧

客に食品を提供している事業の性質上、当社にとっても重要な問題であると認識しております。従来より仕入

れ商品の産地情報の収集、抜き取り検査による商品の安全性の確認には十分配慮しておりますが、社会全体に

わたる一般的な品質管理問題が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ④競争の激化のリスク 

当社は、事業の性格上、主に各店舗の商圏内の同業他社との競合状況にあります。また、売り場面積 1,000

㎡未満店舗においては、法規制等が少なく新規出店がしやすい状況となっております。今後当社各店舗の商圏

内に新規の競合店舗が多数参入した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 

 ⑤減損会計のリスク 

  当社は、今後も実質的価値が低下した保有財産や、収益性の低い店舗等について減損処理がさらに必要とな

った場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥短時間労働者（パートタイマー等）への厚生年金の適用拡大リスク 

当社は、正社員のみならず多数の短時間労働者を雇用しておりますが、年金制度改革に際して、厚生労働省

より短時間労働者に対する厚生年金の適用基準を拡大する案が提示されております。当社は、業種柄短時間労

働者の比率が高いため、本法改正が施行された場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦法的規制によるリスク 

企業は多くの法的規制を受けております。そのため、行動指針を定め、コンプライアンスの向上につとめて

おりますが、これらの規則に違反した事態が生じた場合は、行政処分を科せられることとなり顧客の信頼を失

い、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧個人情報の漏洩に関するリスク 

個人情報の保護については、社内規程等の整備や従業員教育により、流失しないよう万全の体制をとってお

りますが、万一、個人情報が流出した場合は、社会的信用が低下し、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑨自然災害、事故等に関するリスク 

当社は、安全で快適な店舗づくりという観点から、自然災害や事故等からお客さまを守るため、災害マニュ

アルの整備、避難訓練の実施等、平素より予想される事態に対しての対策を講じておりますが、自然災害によ

り取引先の工場、輸送手段が被災し、商品の供給が影響を受けた場合や大規模な事故の発生により、店舗やそ

の他事業活動が一部中断せざるを得ないような場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩不動産価格の上昇に伴うリスク 

当社は、不動産の取得及び賃貸を行なうため、不動産価格が上昇した場合、不動産及び賃貸に係る費用が増

加することとなります。また当社が負担すべき賃料の増額分をテナントから受領する賃貸収入によって賄うこ

とができなくなる可能性があります。 
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４．連結財務諸表等 

（1）連結貸借対照表 

     （単位:千円、千円未満切捨）
 前連結会計年度 

（2005年３月31日現在） 

当連結会計年度 

（2006 年３月 31 日現在） 
科目 

注記 

番号 
金額 構成比 金額 構成比

(資産の部) 
 

 ％   ％

Ⅰ 流動資産     

 1. 現金及び預金   221,400  181,191 

 2. 受取手形及び売掛金   288,109  311,148 

 3. たな卸資産   1,591,648  1,550,232 

 4. 繰延税金資産   152,426  232,262 

 5. その他   1,130,931  1,247,700 

 6. 貸倒引当金   △11,214  △11,166 

  流動資産合計   3,373,301 15.5  3,511,368 17.9

Ⅱ 固定資産     

 1. 有形固定資産     

 (1) 建物及び構築物  11,878,049 ―  

   減価償却累計額 ※１ 5,035,614 6,842,435 ― 5,381,600 

 (2) 機械装置及び運搬具  44,082 ―  

   減価償却累計額 ※１ 36,097 7,985 ― 5,053 

 (3) 工具器具備品 ※５ 1,035,983 ―  

   減価償却累計額 ※１ 597,285 438,698 ― 483,076 

 (4) 土地   2,398,344  1,804,815 

(5) 建設仮勘定   ―  14,075 

  有形固定資産合計   9,687,464 44.5  7,688,620 39.2

 2. 無形固定資産   171,541 0.8  127,861 0.7

 3. 投資その他の資産     

 (1) 投資有価証券   400,975  446,289 

 (2) 建設協力金   4,206,630  3,825,792 

 (3) 敷金   3,059,912  3,058,985 

 (4) 繰延税金資産   257,917  364,952 

 (5) その他   702,137  644,110 

 (6) 貸倒引当金   △88,919  △68,996 

  投資その他の資産合計   8,538,655 39.2  8,271,134 42.2

  固定資産合計   18,397,661 84.5  16,087,617 82.1

  資産合計   21,770,962 100.0  19,598,985 100.0
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  （単位:千円、千円未満切捨）

 
前連結会計年度 

（2005 年３月 31 日現在） 

当連結会計年度 

（2006 年３月 31 日現在） 
科目 

注記 
番号 

金額 構成比 金額 構成比

(負債の部)    
％

  
％

Ⅰ 流動負債      

1. 支払手形及び買掛金   5,245,520  4,926,275 

2. 短期借入金 ※４  1,689,240  1,443,531 

3. 未払法人税等   124,623  49,673 

4． 設備関係支払手形   669,781  225,612 

5. その他   1,473,342  1,598,081 

流動負債合計   9,202,507 42.3  8,243,173 42.1

Ⅱ 固定負債      

1. 長期借入金   2,146,000  2,644,550 

2. 退職給付引当金   117,494  159,212 

3. 役員退職慰労引当金   24,062  32,174 

4. その他   1,708,029  1,853,325 

固定負債合計   3,995,587 18.3  4,689,262 23.9

負債合計   13,198,095 60.6  12,932,436 66.0

(資本の部)      

Ⅰ 資本金 ※２  1,176,445 5.4  1,176,445 6.0

Ⅱ 資本剰余金   1,206,839 5.6  1,206,839 6.2

Ⅲ 利益剰余金   6,338,127 29.1  4,340,017 22.1

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

  66,707 0.3  158,599 0.8

Ⅴ 自己株式 ※３  △215,251 △1.0  △215,352 △1.1

  資本合計   8,572,867 39.4  6,666,549 34.0

  負債及び資本合計 
 

 
 21,770,962 100.0  19,598,985 100.0
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（2）連結損益計算書 

 
（単位:千円、千円未満切捨）

 
前連結会計年度 

（自 2004年４月１日  
至 2005年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

科目 
注記 

番号 
金額 百分比 金額 百分比

    ％   ％

Ⅰ 売上高   59,928,277 100.0  59,984,664 100.0 

Ⅱ 売上原価   46,634,350 77.8  46,509,706 77.5

   売上総利益   13,293,927 22.2  13,474,957 22.5

Ⅲ その他の営業収入   1,327,631 2.2  1,297,297 2.1

営業総利益   14,621,558 24.4  14,772,254 24.6

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１  14,160,056 23.6  14,177,543 23.6

   営業利益   461,502 0.8  594,711 1.0

Ⅴ 営業外収益      

1．受取利息及び 
受取配当金 

 50,903 46,556  

   2. 連結調整勘定償却額  3,815 ―  

   3. その他  55,969 110,688 0.2 56,827 103,384 0.2

Ⅵ 営業外費用      

   1. 支払利息  45,446 34,468  

   2. その他  9,543 54,989 0.1 12,917 47,386 0.1

     経常利益   517,201 0.9  650,708 1.1

Ⅶ 特別利益      

   1. 固定資産売却益 ※２ 37,730 ―  

   2. 投資有価証券売却益  ― 4,352  

  3．貸倒引当金戻入益  ― 7,444  

   4. 過去勤務債務修正益  67,882 ―  

   5. 受取保険金  15,101 ―  

6．積立金戻入益  ― 10,185  

7. その他  5,418 126,132 0.2 1,450 23,432 0.0

Ⅷ 特別損失      

   1. 固定資産売却損 ※３ 26,388 ―  

   2. 固定資産除却損 ※４ 131,055 69,808  

3. 減損損失 ※５ ― 2,329,761  

  4．子会社株式売却損  ― 33,907  

   5. 役員退職慰労金  11,674 ―  

6．退職給付制度改定に 
伴う損失 

※６ 11,388 ―  

   7. その他  60,327 240,833 0.4 197,555 2,631,032 4.4

    税金等調整前当期純 
利益又は税金等調整 
前当期純損失(△) 

  402,500 0.7  △1,956,891 △3.3

   法人税、住民税及び 
事業税 

 133,504 56,965  

   過年度法人税、住民税 
及び事業税 

 ― 41,879  

   法人税等調整額  59,712 193,216 0.3 △254,694 △155,849 △0.3

   少数株主利益   161 0.0  ― ―

   当期純利益又は 
当期純損失(△) 

  209,122 0.4  △1,801,041 △3.0
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（3）連結剰余金計算書 

   （単位:千円、千円未満切捨）

 
前連結会計年度 

（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2005年４月１日 

至 2006年３月31日） 
科目 

注記 
番号 

金額 金額 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,206,839  1,206,839

Ⅱ 資本剰余金期末残高   1,206,839  1,206,839

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   6,228,017  6,338,127

Ⅱ  利益剰余金増加高      

     1．当期純利益  209,122 209,122 ― ―

Ⅲ 利益剰余金減少高      

   1．当期純損失  ― 1,801,041 

     2．配当金  88,312 67,931 

     3．役員賞与  10,700 ― 

4．連結子会社株式売却に 
伴う利益剰余金減少高 

          ― 99,012 129,136 1,998,109

Ⅳ 利益剰余金期末残高   6,338,127  4,340,017
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書 
 （単位:千円、千円未満切捨）

 
前連結会計年度 

（自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

科目 

注記
番号

金額 金額 

    

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又は 

   税金等調整前当期純損失(△) 
 402,500 △1,956,891 

   減価償却費  715,172 693,901 
   減損損失  ― 2,329,761 
   連結調整勘定調整額  △3,815 ― 
   退職給付引当金の増減額(減少:△)  △168,848 41,717 
   貸倒引当金の増減額(減少:△)  1,450 △19,970 
   役員退職慰労引当金の増減額 

(減少:△) 
 △56,869 8,112 

   受取利息及び受取配当金  △50,903 △46,556 
   支払利息  45,446 34,468 
   受取保険金  △15,101 ― 
   固定資産売却益  △37,730 ― 

 投資有価証券売却益  ― △4,352 
 固定資産除却損  131,055 69,808 

   固定資産売却損  26,388 ― 
   投資有価証券売却損  ― 33,907 
   退職給付制度の改定に伴う損失  11,388 ― 
   売掛金の増加額  △27,146 △24,051 
   たな卸資産の増減額(増加:△)  △174,793 41,416 
   仕入債務の増減額(減少:△)  229,612 △319,245 
   未払金の増加額  147,403 27,405 
   未払費用の増減額(減少:△)  △27,491 11,573 
  未払消費税の増加額  103,628 7,524 

   役員賞与の支払額  △10,700 ― 
   差入保証金の増加額  △22 △22 
   預り保証金の増減額(減少:△)  56,670 △140,011 
   その他  40,449 △319,729 
    小計  1,337,743 468,765 
    利息及び配当金の受取額  51,384 31,117 
    利息の支払額  △46,637 △34,752 
    法人税等の支払額  △250,625 △170,066 
   確定拠出年金制度への移行等に伴う 

支払額 
 △152,108 ― 

    営業活動によるキャッシュ・フロー  939,757 295,064 
    
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
   投資有価証券の売却による収入  ― 112,938 
   有形固定資産の取得による支出  △2,169,241 △1,062,681 
   有形固定資産の売却による収入  88,300 73,200 
   敷金の支払による支出  △277,529 △2,529 
   敷金の回収による収入  16,508 3,456 
   建設協力金の支払による支出  △485,300 ― 
   建設協力金の回収による収入  647,451 414,656 
    貸付けによる支出  △500 △300 
    貸付金の回収による収入  774 548 
   連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
   売却による収入 

 ― 51,216 

   少数株主からの連結子会社株式の 
追加取得による支出 

 △3,291 ― 

    その他  △6,605 △110,702 
    投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,189,434 △520,195 
    
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(減少:△)  534,872 △143,058 
   長期借入れによる収入  2,000,000 1,650,000 
   長期借入金の返済による支出  △1,206,000 △1,254,100 
   自己株式取得による支出  △124 △100 
   配当金の支払額  △88,153 △67,817 
    財務活動によるキャッシュ・フロー  1,240,594 184,922 
    
Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △9,081 △40,209 
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  230,481 221,400 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  221,400 181,191 

   



- 14 - 

 

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 2004年４月１日 
至 2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

（1）連結子会社の数 １社 

真駒内企業株式会社 

   

 

 

 

 

 

（2）非連結子会社の名称等 

該当事項はありません。 

（1）連結子会社はありません。 

 前連結会計年度まで唯一の連結子会社

であった真駒内企業株式会社の全株式を

2006年２月１日付けで売却したため、当

連結会計年度は同社の2005年３月１日か

ら2006年１月31日までの損益計算書のみ

を連結した連結財務諸表を作成しており

ます。 

（2）非連結子会社の名称等 

同左 

２ 持分法の適用に関

する事項 

（1）持分法適用の関連会社数 

該当事項はありません。 

（2）持分法を適用していない非連結子会

社 

該当事項はありません。 

（1）持分法適用の関連会社数 

同左 

（2）持分法を適用していない非連結子会

社 

同左 

３ 連結子会社の事業

年度等に関する事

項 

連結子会社の決算日は、２月末日であ

ります。 

連結財務諸表の作成にあたっては、同

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おります。 

 該当事項はありません。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(1) 重要な資産の評

価基準及び評価方

法 

 

 

（1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの…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）たな卸資産 

商品 

生鮮食品及び本部在庫品 

最終仕入原価法 

上記以外の商品 

「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 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

 

 

 

（1）有価証券 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

（2）たな卸資産 

商品 

同左 

 

 

 

 

 

 

貯蔵品 

同左 
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項目 
前当連結会計年度 

(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

(2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

（1）有形固定資産 

経済的耐用年数に基づく定額法 

各資産別の耐用年数として以下

の年数を採用しております。 

建物 

営業店舗   15～30年 

事務所    38～50年 

建物附属設備 ３～18年 

構築物        ３～20年 

車両運搬具     ４～６年 

器具備品       ２～20年 

（会計処理の変更） 

従来、少額重要資産(取得価額10万円以

上20万円未満の器具備品)は、支出時の費

用として処理しておりましたが、親子会

社間における会計処理の統一を図るとと

もに、使用期間にわたり費用配分するこ

とにより期間損益の一層の適正化を図る

ため「投資その他の資産」に計上し３年

間で償却をする方法に変更いたしまし

た。 

この変更に伴い、従来の方法に比べ営

業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益は21,689千円増加しております。 

 

（2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

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）に基づく定額法を採

用しております。 

（1）有形固定資産 

経済的耐用年数に基づく定額法 

各資産別の耐用年数として以下

の年数を採用しております。 

建物 

営業店舗   15～20年 

事務所      38年 

建物附属設備 ３～18年 

構築物        ３～20年 

車両運搬具     ４～６年 

器具備品       ２～20年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）無形固定資産 

同左 

(3) 重要な引当金の

計上基準 

（1）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

（2）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計上しており

ます。 

過去勤務債務は、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

（10 年）による定額法により費用処理し

ております。 
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以内の一定の年

数（10年）による定額法により翌連結会

計年度から費用処理することとしており

ます。 

 

（1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

（2）退職給付引当金 

同左 
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項目 
前当連結会計年度 

(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

 （3）閉店損失引当金 

店舗閉店に伴い発生する損失に備え、

店舗閉店により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。 

なお、当連結会計年度における計上額

はありません。 

（3）閉店損失引当金 

同左 

 

 （4）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備え、内規

に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

（4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 重要なリース取

引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

       同左 

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、全面時価評価法を採用しており

ます。 

 該当事項はありません。 

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、重要

性のないものは発生時に一括償却を行っ

ております。 

同左 

７ 利益処分項目等

の取扱いに関す

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おります。 

 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

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、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

 

９ その他連結財務

諸表作成のため

の基本となる重

要な事項 

（1）消費税等の会計処理の方法 

当社：税抜方式によっております。 

連結子会社１社：税込方式によっており

ます。 

 

（1）消費税等の会計処理の方法 

 税抜方式によっております。 

 

 
 
会計処理の変更 

 
前連結会計年度 

(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

―――――― 

 

（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。 

 これにより従来と比較して､営業利益及び経常利益は

それぞれ211,898千円増加し、税金等調整前当期純損失

は2,117,862千円増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除して

おります。 
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表示方法の変更 

 
前連結会計年度 

(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

―――――― 

 

 

 

 

（連結貸借対照表） 

 有形固定資産に対する減価償却累計額は、従来各資

産科目の控除科目として区分掲記しておりましたが、

当連結会計年度より各資産の金額から直接控除し、そ

の控除残高を各資産の金額として表示し、当該減価償

却累計額を一括して注記する方法に変更いたしまし

た。 

 なお、当連結会計年度を前連結会計年度同様の方法

によった場合の連結貸借対照表の表示については、以

下のとおりとなります。 

建物及び構築物（取得価額） 10,516,934千円 

減価償却累計額       5,135,334千円 

計             5,381,600千円 

 

機械装置及び運搬具（取得価額） 38,677千円 

減価償却累計額         33,624千円 

計               5,053千円 

 

工具器具備品（取得価額）  1,091,095千円 

減価償却累計額        608,019千円 

計              483,076千円 

（注）取得価額は減損損失直接控除後の金額でありま

す。 

 

（連結損益計算書） 

１．前連結会計年度において、特別利益の「貸倒引当

金戻入益」については特別利益の「その他」に含め

て表示しておりましたが、当連結会計年度において

特別利益の10/100を越えたため、区分掲記いたしま

した。 

  なお、前連結会計年度の特別利益の「その他」に

含まれている「貸倒引当金戻入益」は4,331千円であ

ります。 

２．前連結会計年度において独立科目として表示して

いた特別損失の「役員退職慰労金」（当連結会計年度

4千円）は、金額が僅少となったため当連結会計年度

においては、特別損失の「その他」に含めて表示し

ております。 
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追加情報 

前連結会計年度 
(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

（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）が平成15年３月31日に公布され、平成16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30,842千円について

は、販売費及び一般管理費に計上しております。 

 

―――――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

（単位:千円、千円未満切捨） 

前連結会計年度 
(2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(2006年３月31日) 

―――――― ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

5,776,977

※２ 発行済株式総数 

普通株式   6,941,350株

※２ 発行済株式総数 

普通株式   6,941,350株

※３ 自己株式 

普通株式    148,159株

※３ 自己株式 

普通株式    148,221株

※４ 当座貸越契約 

 当社は、資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行２行と当座貸越契約を締結しております。こ

の契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

当座貸越限度額          2,500,000 

借入実行残高            389,940 

差引額                  2,110,059 

※４ 当座貸越契約 

 当社は、資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行２行と当座貸越契約を締結しております。こ

の契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

当座貸越限度額          2,500,000 

借入実行残高            446,881 

差引額                  2,053,118 

※５ 圧縮記帳 

有形固定資産に係る国庫補助金の受入による

圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。 

工具器具備品           33,127 

※５ 圧縮記帳 

同左 

 

(連結損益計算書関係) 

（単位:千円、千円未満切捨） 

前連結会計年度 
(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主な項目 

   広告宣伝費          538,077 

   包装費            100,096 

   役員報酬            68,213 

   給与手当・賞与       5,467,397 

   退職給付費用          90,524 

   役員退職慰労引当金繰入額    11,696 

   法定福利・厚生費       718,326 

   水道光熱費         1,226,122 

   減価償却費          715,172 

   地代家賃          2,074,745 

   その他の賃借料        722,762 

   修繕維持費          874,614 

※１ 販売費及び一般管理費の主な項目 

   広告宣伝費          554,444 

   包装費            115,940 

   役員報酬            73,598 

   給与手当・賞与       5,366,730 

   退職給付費用          91,781 

   役員退職慰労引当金繰入額    11,737 

   法定福利・厚生費       711,084 

   水道光熱費         1,239,067 

   減価償却費          693,901 

   地代家賃          2,077,217 

   その他の賃借料        566,969 

   修繕維持費         1,012,949 

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであり

ます。 

土地              37,730 

―――――― 

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであり

ます。 

土地              26,388 

―――――― 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであり

ます。 

建物             109,708 

構築物             7,447 

機械及び装置           219 

器具備品            12,955 

ソフトウェア           724 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであり

ます。 

建物              40,631 

構築物             21,723 

機械及び装置           292 

器具備品             7,161 
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前連結会計年度 
(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

―――――― ※５ 減損損失 

当連結会計年度において、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。 

（1）減損損失を認識した資産グループの概要 

用途 種類 場所 物件数 
金額 

（千円）

店舗 建物等
空知 

支庁 
1 337,858

店舗 

等 

土地及び

建物等

石狩 

支庁 
8 977,261

店舗 
土地及び

建物等

後志 

支庁 
2 411,422

店舗 建物等

上川･ 

留萌 

支庁 

2 392,805

遊休 

資産 
土地 

石狩 

支庁 
2 210,413

合計 15 2,329,761

 

（2）減損損失の認識に至った経緯 

店舗における営業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または継続してマイ

ナスとなる見込みである資産グループ及び、遊休状

態にあり今後の使用目処が立っていない資産グル

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 

種類 金額（千円） 

建物及び構築物 1,274,250

土地 368,418

有形固定資産(その他) 32,018

リース資産 589,872

その他       ※ 65,200

合計 2,329,761

※その他には、無形固定資産、投資その他の資産の

「その他」に含まれている長期前払費用を含んでおり

ます。 

 

（4）資産のグルーピングの方法 

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、

賃貸用不動産及び遊休資産については個別の物件単

位毎にグルーピングしております。 
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前連結会計年度 
(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

 （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、土地については固定資産税評価額等を基に算

定した金額により、その他の固定資産については不

動産鑑定士による不動産鑑定評価基準または取引

事例等を勘案した合理的な見積りにより評価して

おります。また、使用価値は将来キャッシュ・フロ

ーを3.0％で割り引いて算定しております。 

※６ 退職給付制度の改定に伴う損失は、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。 

―――――― 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

（単位:千円、千円未満切捨） 

前連結会計年度 
(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に記載されている科目の金額との関係 

 

（平成17年３月31日現在）

現金及び預金勘定 221,400

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

―

現金及び現金同等物 221,400

 
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表

に記載されている科目の金額との関係 

 

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 181,191

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

―

現金及び現金同等物 181,191

 
 

２ 重要な非資金取引の内容 

該当事項はありません。 
 

２ 重要な非資金取引の内容 

該当事項はありません。 
 

 ３ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会

社ではなくなった会社の資産及び負債の主な内

容 

  株式の売却により連結子会社から除外した真

駒内企業㈱の売却時の資産及び負債の内訳並び

に同社株式の売却価額と売却による収入との関

係は次のとおりであります。 

 

流動資産 38,437

固定資産 95,116

流動負債 △17,655

固定負債 △4,990

株式売却損 △33,907

同社株式の売却価額 77,000

同社現金及び現金同等物 25,783

差引：同社株式売却による収入 51,216
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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 

 

前連結会計年度(自 2004年４月１日 至 2005年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める小売事

業の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 2005年４月１日 至 2006年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める小売事

業の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

２．所在地別セグメント情報 

 

前連結会計年度(自 2004年４月１日 至 2005年３月31日) 

本邦以外の国または地域に所在する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 2005年４月１日 至 2006年３月31日) 

本邦以外の国または地域に所在する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 2004年４月１日 至 2005年３月31日) 

   海外売上高がないので、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 2005年４月１日 至 2006年３月31日) 

   海外売上高がないので、該当事項はありません。 

 

 

 

（リース取引関係） 

 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 
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（関連当事者との取引） 

 

前連結会計年度(自 2004年４月１日 至 2005年３月31日) 

 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

           (単位:千円、千円未満切捨）

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 

事業の
内容 

又は職業

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 科目 期末残高

商品の仕入 204,664 買掛金 38,480

商品供給 
手数料等 

212,168 未払金 42,406

マックスバ
リュ店舗の
運営指導料
等 

69,553 
上記未払金に含めて
処理しております。 

未払金 15,859
出向者 
人件費 195,938 

未払費用 5,286

親会社 イオン㈱ 
千葉市 
美浜区 101,798,488 

総合 
小売業

直接 
(49.72％)

間接 
(8.24％)

兼任1名

出向1名

商品仕入
マックス
バリュ店
舗 の 商
標、情報
システム
の利用及
び運営指
導等 

商品券の 
取扱高等 

117,857 未収入金 21,135

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)1．商品仕入、商品供給手数料等、マックスバリュ店舗の商標、情報システムの利用及び運営指導等の費用、

出向者人件費については、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。 

2．取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。 

 

 

(2) 役員及び個人主要株主等 

         （単位:千円、千円未満切捨）

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 

事業の内容
又は職業

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 科目 期末残高

商品の仕入 31,604 買掛金 2,615

店舗賃貸 2,231 未収入金 66

店舗共用費 725 ― ―

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社 

㈲花生活
（注3） 

札幌市 
白石区 

3,000 
生花 
販売業 

当社の役員
の近親者が
100 ％ を 直
接所有 

―
商品仕入
店舗賃借

敷金 ― 預り保証金 1,842

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)1. 店舗賃貸、敷金は、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。 

2．取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。 

3．当社常務取締役出戸信成の近親者が100％を直接保有しております。 
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(3) 兄弟会社等 

        （単位:千円、千円未満切捨）

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 

事業の内容
又は職業

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 科目 期末残高

クレジット 
売掛 4,299,453 

クレジット 
割引 

19,316 

クレジット 
手数料 

47,286 

売掛金 180,530 

割引券 7,480 未収入金 121 

店舗賃貸 5,092 ― ― 

店舗共用費 808 未収収益 87 

親会社
の子会
社 

イオンク
レジット
サービス
㈱ 

東京都 
千代田
区 

15,466,500
金融サー
ビス業 

直接 
(3.90％)

―
クレジッ
ト債権の
譲渡 

敷金 ― 預り保証金 10,400 

親会社
の子会
社 

イオンテ
クノサー
ビス㈱ 

千葉市 
美浜区 240,000 

総合ビル
メンテナ
ンス事業

― ― 施設管理
施設管理 
費等 154,271 未払金 13,133 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)1. 一般的取引条件を参考に契約により決定しております。 

2．取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。 
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当連結会計年度(自 2005年４月１日 至 2006年３月31日) 

 

 (1) 親会社及び法人主要株主等 

           (単位:千円、千円未満切捨）

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 

事業の
内容 

又は職業

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 科目 期末残高

商品の仕入 979,300 買掛金 168,353

未払金 141,833
商品供給 
手数料等 827,488 

未払費用 29,349

マックスバ
リュ店舗の
運営指導料
等 

73,800 
上記未払金に含めて
処理しております。 

未払金 11,950

出向者 
人件費 170,888 

未払費用 3,550

出向者 
人件費 
の受入 

23,295 未収入金 2,474

親会社 イオン㈱ 
千葉市 
美浜区 101,798,488 

総合 
小売業

直接 
(49.71％)

間接 
(8.25％)

出向2名

商品仕入
マックス
バリュ店
舗 の 商
標、情報
システム
の利用及
び運営指
導等 
受入出向
者の要請

商品券の 
取扱高等 97,764 未収入金 9,680

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)1．商品仕入、商品供給手数料等、マックスバリュ店舗の商標、情報システムの利用及び運営指導等の費用、

出向者人件費については、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。 

2．取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。 

 

 

(2) 役員及び個人主要株主等 

         （単位:千円、千円未満切捨）

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 

事業の内容
又は職業

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 科目 期末残高

役員 橋本昭夫 ― ― 
当社 
監査役 

― ― ― 顧問報酬 1,200 仮払金 500

商品の仕入 30,468 買掛金 2,953

店舗賃貸 2,205 

店舗共用費 766 

未収入金 127

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社 

㈲花生活
（注4） 

札幌市 
白石区 

3,000 
生花 
販売業 

当社の役員
の近親者が
100 ％ を 直
接所有 

―
商品仕入
店舗賃借

敷金 ― 預り保証金 1,842

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)1．顧問報酬については、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。 

2. 店舗賃貸、敷金は、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。 

3．取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。 

4．当社常務取締役出戸信成の近親者が100％を直接保有しております。 
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(3) 兄弟会社等 

        （単位:千円、千円未満切捨）

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 

事業の内容
又は職業

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 科目 期末残高

クレジット 
売掛 4,717,384 

クレジット 
割引 

19,470 
親会社
の子会
社 

イオンク
レジット
サービス
㈱ 

東京都 
千代田
区 

15,466,500
金融サー
ビス業 

直接 
(3.90％)

―
クレジッ
ト債権の
譲渡 

クレジット 
手数料 

48,180 

売掛金 196,517 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)1. 一般的取引条件を参考に契約により決定しております。 

2．取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。 
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 (税効果会計関係) 

  （単位：千円、千円未満切捨） 

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発生の主な原因別

の内訳 

（2005年３月31日現在）

繰延税金資産（流動）              

賞与引当金否認 110,345 

未払事業所税否認 17,250 

未払事業税否認                   12,833 

未払社会保険料否認  11,908 

その他    88 

計 152,426 

繰延税金資産（固定）      

退職給付引当金損金算入限度超過額 49,007 

貸倒引当金損金算入限度超過額 35,003 

減価償却資産償却超過額 179,416 

役員退職慰労引当金 9,721 

その他  36,794 

計 309,943 

繰延税金負債（固定）               

その他有価証券評価差額金 45,217 

建設協力金   6,808 

計  52,025 

繰延税金資産の純額                 410,344 
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債発生の主な原因別

の内訳 

（2006年３月31日現在）

(1)流動の部 

繰延税金資産  

賞与引当金 104,481 

繰越欠損金 52,025 

未払事業所税 17,728 

未払事業税 6,763 

減損損失 39,963 

その他     11,300 

 繰延税金資産合計    232,262 

  

(2)固定の部  

 繰延税金資産  

減価償却資産償却超過額 199,958 

減損損失 708,686 

退職給付引当金 98,886 

役員退職慰労引当金 12,998 

貸倒引当金繰入限度超過額 32,385 

その他     31,397 

小計 1,084,313 

評価性引当額  △602,905 

繰延税金資産合計                   481,407 

  

 繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金    107,507 

 建設協力金    8,947 

繰延税金負債合計                     116,455 

繰延税金資産の純額    364,952 

  

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 

（2005年３月31日現在）

法定実効税率 40.4％ 

（調整） 

住民税均等割額 9.6  

受取配当金の益金不算入額 △0.2  

交際費の損金不算入額 0.3  

法人税額控除 △1.2  

その他  △0.9  

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

 48.0  

  

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 

（2006年３月31日現在）

法定実効税率    △40.4％ 

（調整） 

住民税均等割額  2.6 

評価性引当額 30.8 

過年度税金  2.1 

子会社株式売却損の連結修正 △1.3 

その他  △1.8  

税効果会計適用後の法人税等の 
負担率 

 △8.0  
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（有価証券関係） 

 

前連結会計年度(自 2004年４月１日 至 2005年３月31日) 

 (1) その他有価証券で時価のあるもの 

（単位:千円、千円未満切捨）

当連結会計年度 

（2005年３月31日現在） 区分 

取得原価 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 

株式 

 

188,774 

 

300,699 

 

111,925 

小計 188,774 300,699 111,925 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

株式 

 

― 

 

― 

 

― 

小計 ― ― ― 

合計 188,774 300,699 111,925 

 

 (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 

                                                              （単位:千円、千円未満切捨） 

当連結会計年度 

（2005年３月31日現在） 区分 

連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 

 

100,275 

合計 100,275 

 

(注)下落率が50％以上の株式についてはすべて減損しております。 

  また、下落率が30％から50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高値、

最安値と帳簿価額との乖離状況を把握し、発行会社の業況等の推移等を総合的に判断しております。 

なお、当期に減損処理を行った株式はありません。 
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当連結会計年度(自 2005年４月１日 至 2006年３月31日) 

 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

（単位:千円、千円未満切捨）

当連結会計年度 

（2006年３月31日現在） 区分 

取得原価 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 

株式 

 

180,182 

 

446,289 

 

266,107 

小計 180,182 446,289 266,107 

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

株式 

 

― 

 

― 

 

― 

小計 ― ― ― 

合計 180,182 446,289 266,107 

 

 (2) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2005年４月1日 至 2006年３月31日） 

                                                              （単位:千円、千円未満切捨） 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

100,000 ― ― 

 

(注)下落率が 50％以上の株式についてはすべて減損しております。 
また、下落率が 30％から 50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高

値、最安値と帳簿価額との乖離状況を把握し、発行会社の業況等の推移等を総合的に判断しております。 
なお、当期に減損処理を行った株式はありません。 



- 31 - 

 

（デリバティブ取引関係） 

 

前連結会計年度（自 2004年４月１日 至 2005年３月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 2005年４月１日 至 2006年３月31日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

（退職給付関係） 

 

 (1) 採用している退職給付制度の概要 

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イオ

ン企業年金基金制度、確定拠出年金制度及び退職金前払制度を設けております。 

 

(2）退職給付債務に関する事項 

（単位：千円、千円未満切捨）

期別 

項目 

前連結会計年度 

（2005年３月31日現在） 

当連結会計年度 

（2006年３月31日現在） 

 

イ．退職給付債務 

ロ．年金資産 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） 

ニ．未認識数理計算上の差異 

ホ．未認識過去勤務債務 

へ．退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ） 

 

 

△ 352,204 

   244,903  

△ 107,301 

244,780 

 △ 254,974  

 △ 117,494  

 

 

△ 449,301 

   279,950  

△ 169,350 

230,966 

 △ 220,827  

 △ 159,212  

 

 

(3）退職給付費用に関する事項 

（単位：千円、千円未満切捨） 

                 期別

項目 

前連結会計年度 
(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

 

イ．勤務費用 

ロ．利息費用 

ハ．期待運用収益 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 

ホ．過去勤務債務の費用処理額 

ヘ．小計（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 

ト．前払退職金等(注) 

チ．退職給付費用（ヘ＋ト） 

 

 

61,646 

6,689 

△  4,101 

33,348 

 △  34,663  

62,919 

   27,605  

     90,524  

 

 

61,287 

8,452 

△  4,775 

32,210 

 △  34,146  

63,029 

   28,752  

     91,781  

 

  (注) 確定拠出年金の掛金支払額、及び退職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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(4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 

期別 

項目 

前連結会計年度 

（2005年３月31日現在） 

当連結会計年度 

（2006年３月31日現在） 

 

イ. 退職給付見込額の期間按分方法  

 

期間定額基準 

 

同左 

ロ．割引率 2.4％ 同左 

ハ．期待運用収益率 2.29％ 1.95％ 

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 

 

 

 

10年(発生時の従業員の平均残

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。) 

同左 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 

 

 

 

 

10年(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、翌期から

費用処理することとしており

ます。) 

同左 
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（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 
(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

 

１株当たり純資産額        1,261円98銭 

１株当たり当期純利益         30円78銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

 

 

１株当たり純資産額         981円37銭 

１株当たり当期純損失         265円76銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、１株当たり当期純損失であり、また、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

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

 

（単位：千円、千円未満切捨） 

 
前連結会計年度 

(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△) 209,122 △ 1,801,041 

普通株主に帰属しない金額 ― 4,300 

（うち利益処分による役員賞与金） （    ―）    （   4,300） 

普通株式に係る当期純利益 

又は当期純損失(△) 
209,122 △ 1,805,341 

期中平均株式数(株) 6,793,214 6,793,159 
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生産、受注及び販売の状況 
 
（品目別販売実績） 

（単位：千円、千円未満切捨） 

前連結会計年度 
(自 2004年４月１日 
至 2005年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

期  別 

 

 品  目  
金   額 構成比 金   額 構成比 

  ％  ％

農 産 7,093,995 11.8 6,723,628 11.2 

水 産 5,429,232 9.1 5,224,250 8.7 

畜 産 5,603,603 9.4 5,754,281 9.6 

惣 菜 4,524,384 7.5 4,586,763 7.6 

デ イ リ ー 11,981,589 20.0 12,001,066 20.0 

加 工 食 品 19,278,606 32.2 19,681,845 32.8 

家 庭 用 品 2,943,568 4.9 3,044,201 5.1 

衣 料 品 807,590 1.3 658,144 1.1 

そ の 他 2,265,706 3.8 2,310,482 3.9 

合 計 59,928,277 100.0 59,984,664 100.0 

（注） 1. 上記金額は、品目別売上高であり営業収入は含まれておりません。 
    2. 販売数量については、取扱商品が多種多様であり、その表示が困難なため記載を省略しております。 
    3. その他はタバコ・催事等であります。 
 

 


