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平成18年9月期 中間決算短信（連結）                    平成18年5月25日 
上場会社名 株式会社マルキョウ                           上場取引所  福岡証券取引所 

コード番号 ９８６６                                本社所在都道府県   福岡県 

（ＵＲＬ  http：//www.marukyo‐web.co.jp/） 

代  表  者 役職名 代表取締役社長    斉田 敏夫 

問合せ先責任者 役職名 取 締 役    梶原  曻            ＴＥＬ（０９２）５０１―５２２１ 

中間決算取締役会開催日 平成18年5月25日 

米国会計基準採用の有無  無 

１．平成18年3月中間期の連結業績（平成17年10月1日～平成18年3月31日） 

（１）連結経営成績                                  （百万円未満切り捨て） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 

        百万円    ％        百万円    ％        百万円    ％ 

18年3月中間期   ４６，１６２  （ ０.３）   １，２０８  （  ６.３）    １，２１１  （ １２.５） 

17年3月中間期   ４６，０２９  （ ３.８）   １，１３６  （△１０.５）    １，０７６  （ △７.７） 

17年9月期   ９４，２８４  （ ３.６）   ２，４７２  （ １７.８）    ２，４２９  （ ２５.７） 

 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間（当期）純利益 
潜 在 株 式 調 整 後 

１株当たり中間（当期）純利益 

        百万円    ％   円  銭   円  銭 

18年3月中間期  △ ２，８７７ （  －   ）   △ １８４ ２１ －  － 

17年3月中間期      ５４７ （△ ２１.８）      ３５ ０２ －  － 

17年9月期    １，２６０  （ ２２.５）      ８０ ６４ －  － 

（注）①持分法投資損益   18年3月中間期  －百万円  17年3月中間期  －百万円  17年9月期  －百万円 

   ②期中平均株式数（連結）18年3月中間期 15,618,818株 17年3月中間期 15,633,525株 17年9月期15,629,653株 

   ③会計処理の変更の有無  無 

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

（２）連結財政状態                                  （百万円未満切り捨て） 

 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 

18年3月中間期 ６５，６９９ ３６，８７７ ５６.１ ２，３６１ ４１ 

17年3月中間期 ６９，４４８ ３９，１００ ５６.３ ２，５０１ ７７ 

17年9月期 ７１，１１２ ３９，７９０ ５６.０ ２，５４７ ００ 

（注）期末発行済株式数（連結）18年3月中間期 15,616,746株 17年3月中間期 15,628,976株 17年9月期15,622,596株 

（３）連結キャッシュ・フローの状況                          （百万円未満切り捨て） 

 
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 

18年3月中間期 １，５０２ △   １３３ △ ２，４４９  ８，９４９ 

17年3月中間期 １，５２０ △ １，０１６ △   ３３７  ７，３０４ 

17年9月期 ３，５７４ △ １，１６２     ４７９ １０，０２９ 

（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  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  －社 

（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

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

２．平成18年9月期の連結業績予想（平成17年10月1日～平成18年9月30日）     （百万円未満切り捨て） 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

             百万円             百万円             百万円 

通 期 ９４，５００ ２，５００ △ ２，３００ 

（注）1株当たり予想当期純利益（通期）△147円28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

によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料４ページをご参照ください。
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（１）企業集団の状況 
 当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）は、当社、子会社１社で構成され、当社は一般食料品、生鮮食料品、

日用品等の小売業を主要業務とし、併せてテナント及びフランチャイジーへの不動産賃貸業を営んでおります。子会社

である株式会社青木商事は二次卸売業を営んでおります。その他、当社はフランチャイジー１社に対して必要なノウハ

ウの提供及び商品の供給を行っております。 

 当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。なお事業の種

類別セグメントと同一の区分であります。 

事業の種類別セグメント 業務内容 会社名 

小売業 スーパーマーケット及びフランチャイジー
に対する商品供給 当社、㈱青木商事 

不動産賃貸業 テナント及びフランチャイジーに対する不
動産賃貸 当社 

 
 以上について図示すると次のとおりであります。 

 

メ

ー

カ

ー 

一

次

卸

売

業 

二次卸売業 
 
子会社 
 
㈱青木商事 
（連結子会社） 

テ ナ ン ト 

商品

当 社 

商品

商品

商品

商品

商品供給 
不動産賃貸 ノウハウ提供 

フランチャイジー 
商品

商品

不動産賃貸

消

費

者 
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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、創業以来、地域の皆様に愛され、親しまれ、お役に立つことを願って、廉価で新鮮な食品及び雑貨

品を提供することを経営理念とした地域密着型のスーパーであります。 

 

 ２．会社の利益配分に関する基本方針 
    当社の株主の皆様に対する利益還元方針は、長期にわたる安定的な経営基盤を確保し、業績に裏付けられた安定配当

を目指してまいる所存でございます。 

 

 ３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
    当社グループでは、個人投資家層の拡大及び株式流通の活性化のためにも、投資単位の引下げが必要であると認識し

ております。 

    投資単位引下げにかかる施策につきましては、業績及び市況の要請等を検討し、その費用並びに効果等を慎重に検討

したうえで決定してまいりたいと考えておりますが、現段階におきましては、具体的な施策及びその時期等につきまし

ては未定であります。 

 

 ４．目標とする経営指標 
    当社グループでは、毎期経常的に利益を確保するという観点から、収益性の高い商品の開発・導入、販売費及び一般

管理費の削減などを通して経常利益の増加を目指します。 

    具体的には、売上高経常利益率2.8％以上を経営指標とし諸施策に取り組んでまいります。 

 

 ５．中長期的な経営戦略 
    当社グループでは、中長期にわたる競争優位性を確保するために以下のような設備投資計画をたてております。 

投資予定額 
事業所名 
（所在地） 設備内容 総額 

（千円） 
既支払額 
（千円） 

資金調達方法 着手年月 完成予定年月 増加店舗面積 （㎡） 

ニュー諫早店 
（長崎県諌早

市） 
店舗改装 29,000 － 自己資金及び借入金 平成18年４月 平成18年４月 － 

和白店 
（福岡市東
区） 

店舗改装 60,000 － 自己資金及び借入金 平成18年６月 平成18年６月 改装前  999 改装後 1,294 

  

 ６．会社の対処すべき課題 
    厳しい競争が続く食品スーパー業界を生き抜くために、生鮮部門においてはこれまで以上に産地直送の仕入を増やし、

地域の特性を生かした店舗展開及び営業活動を促進してまいります。 
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 （３）経営成績及び財政状態 
１．経営成績 
 ①当中間連結会計期間の経営成績 

   当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善により雇用・所得環境も良好に推移し、デフレからの脱却

も見られるなど総じて回復基調が続きましたが、家計の面からは景気回復の実感に乏しく、個人消費の本格的な回復には

至っておりません。 

   食品スーパー業界におきましては、小売大再編成時代を迎え競争は一段と激しさを増しております。 

   このような状況の中で当社グループは、非効率店舗１ヶ店（後藤寺店）を閉店し、既存店の改装を１ヶ店（大道店）実

施いたしました。 
   また、収益向上のため付加価値の高い商品の開発・導入を順次進めてまいりました。 

   これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は461億62百万円（前年同期比0.3％増）、営業収入は2億82百万円（前

年同期比3.7％減）、経常利益は12億11百万円（前年同期比12.5％増）となりましたが、減損損失35億66百万円を計

上したこともあり、中間純損失28億77百万円（前年同期は5億47百万円の中間純利益）となりました。 

   また、事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。小売業の売上高は461億62百万円（前年同期

比0.3％増）、営業利益は12億11百万円（前年同期比5.2％増）、不動産賃貸業の営業収入は2億82百万円（前年同期比

3.7％減）、営業利益は1億69百万円（前年同期比2.2％減）となりました。 

 

 ②通期の見通し 

   今後の見通しにつきましては、原油価格高騰の長期化、社会保障制度への不安感などから個人消費の回復にはまだ時間

がかかるものと思われます。このような状況の中で当社グループは、地域の皆様に愛されるスーパーとして今後一層の業

績向上に努めてまいる所存でございます。 

   これらにより次事業年度の業績につきましては、次のように予想しております。 

  連結 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

          百万円  ％         百万円  ％          百万円  ％ 

通 期    ９４，５００ （０.２） ２，５００ （２.９）   △ ２，３００ （ － ） 

 

〈ご参考〉 

  個別 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

          百万円  ％         百万円  ％          百万円  ％ 

通 期    ９４，５００ （０.２） ２，２００ （５.０）   △ ２，４７０ （ － ） 

（注）１．売上高、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．本資料における業績の見通しは、当社が発表日現在で入手可能な情報による判断、仮定に基づくものであり、今後

の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確定要因や潜在的リスク等によって、

実際の業績は見通しと異なる場合があります。 
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２．財政状態 
 ①当中間連結会計期間末の資産、負債、資本の状況 

 （流動資産） 

   流動資産は、現金及び預金が16億44百万円増加したことなどにより、前年同期と比較して15億26百万円増加し、166

億61百万円となりました。 

 （固定資産） 

   固定資産は、建物及び構築物、土地が減損損失35億66百万円を計上したことなどにより減少し、前年同期と比較して

52億75百万円減少し、490億37百万円となりました。 

 （流動負債） 

   流動負債は、短期借入金が34億57百万円増加したことなどにより、前年同期と比較して31億41百万円増加し、240

億13百万円となりました。 

 （固定負債） 

   固定負債は、長期借入金が47 億 53 百万円減少したことなどにより、前年同期と比較して46 億 68 百万円減少し、48

億8百万円となりました。 

 （資本） 

   資本は、中間純損失の計上による利益剰余金の減少などにより、前年同期と比較して22億22百万円減少し、368億77

百万円となりました。 

 

 ②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） 

   営業活動の結果得られた資金は、15億2百万円となり前年同期と比較して17百万円の収入減となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動においては、有形固定資産の取得に１億86百万円を投じたことなどにより使用した資金は１億33百万円とな

りました。 

   この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期と比較して８億83百万円の増加となりましたが、この主な

要因は、有形固定資産の取得による支出が７億44百万円減少したことにあります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動においては、短期借入金の純増加額 10 億円により資金が増加する一方、長期借入金の返済による支出 32 億

30百万円などにより資金が減少し、使用した資金は24億49百万円となりました。 

   この結果、財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して21億12百万円の減少となりましたが、この主

な要因は、短期借入金の純増加額が20億円減少したことにあります。 

   以上の結果、当中間連結会計期間の現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期と比較して16億44百万円増加し

89億49百万円となり、期首に比べて10億80百万円の減少となりました。 
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   なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 平成16年３月中間期 平成17年３月中間期 平成18年３月中間期 

自己資本比率（％） ５４.０ ５６.３ ５６.１ 

時価ベースの自己資本比率（％） １１.９ １６.０ ２４.６ 

債務償還年数（年） ５.８ ６.４ ６.１ 

インタレスト・カバレッジ・レシオ １３.５ １２.９ １６.９ 

（注）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．各指標は、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、中間期末株価終値×中間期末発行済株式数（自己株式控除後）により計算しております。 

   ３．営業キャッシュ・フローは中間連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、中間連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。また、利払いについては、中間連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

 ③通期の見通し 

   通期の財政状態は、下半期において新規開店がなく、また、大きな改装も予定しておりませんので減価償却費の額が設

備投資額を上回り、総資産の額は減少することが予想されます。キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキ

ャッシュ・フローについては35億円程度を見込んでおり、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローについては、

今後の経済情勢、当社グループの事業運営等を勘案し、柔軟に決定していきたいと考えております。 

 

３．事業等のリスク 
   当社グループの事業等のリスクには、以下のようなものがあります。 

 ①食品に関する安全性の問題 

   近年、ＢＳＥや鳥インフルエンザの発生、残留農薬や無認可添加物の使用など食品の安全性を脅かす数々の事例が発生

しており、今後このような問題等が発生した場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 ②法令違反 

   当社グループでは、法令遵守に係る問題につき従業員の教育・研修等を通じてその啓蒙を図っております。しかしなが

ら、従業員が法令に違反する行為を行うことを完全に否定できるものではないため、例えば、偽装表示問題が発生した場

合等においては消費者の信用の失墜を招き、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 ③減損会計 

   当社グループでは、「固定資産の減損に係る会計基準」を平成17年10月１日以降開始する事業年度から適用しており

ます。固定資産の減損会計の適用に伴い、保有固定資産の使用状況によっては減損処理を行う必要が生じ、業績等に影響

を及ぼす可能性があります。 

 ④金利水準の上昇 

   当中間連結会計期間末における当社グループの有利子負債残高は181億85百万円であり、これらの金利水準の急激な

上昇があった場合には、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑤他社との競合 

   昨今の食品スーパー業界は、外資系やＧＭＳ（総合小売業）の進出などもあり生き残りをかけた競争が激化しておりま

す。当社グループの店舗の近隣にこのようなＧＭＳの出店があれば、苦戦を強いられることは避けられず、結果として売

上高、利益の減少に結びついていくことも考えられ、業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑥自然災害 

   当社グループの各店舗が、大規模な台風、地震等の自然災害に見舞われた場合には営業に支障が生じることは避けられ

ず、また、異常気象が発生した場合には、相場に左右される生鮮部門に与える影響は特に大きく、業績等に影響を及ぼす

可能性があります。 
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中間連結財務諸表等 
１．中間連結貸借対照表 
 

  前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※２  9,835,367   11,480,350   12,560,467  

２．受取手形及び売掛金   1,489,341   1,063,969   1,168,235  

３．たな卸資産   3,035,441   3,176,969   3,165,600  

４．繰延税金資産   185,658   145,227   199,545  

５．その他   744,896   863,241   774,668  

  貸倒引当金   △155,741   △68,001   △66,820  

流動資産合計   15,134,964 21.8  16,661,756 25.4  17,801,697 25.0 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1)建物及び構築物 ※２ 16,550,155   15,099,426   15,859,678   

(2)土地 ※２ 30,696,881   27,315,866   30,693,920   

(3)その他  2,311,472 49,558,509 71.3 1,806,952 44,222,245 67.3 1,996,629 48,550,228 68.3 

２．無形固定資産   119,308 0.2  83,989 0.1  102,573 0.1 

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  1,610,746   1,909,138   1,770,076   

(2)繰延税金資産  773,058   746,739   764,220   

(3)その他  2,268,390   2,084,713   2,133,020   

  貸倒引当金  △16,833 4,635,362 6.7 △9,453 4,731,138 7.2 △9,539 4,657,777 6.6 

固定資産合計   54,313,180 78.2  49,037,373 74.6  53,310,579 75.0 

資産合計   69,448,144 100.0  65,699,130 100.0  71,112,277 100.0 

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛金 ※２  7,497,272   7,214,131   7,455,571  

２．短期借入金 ※２  11,296,000   14,753,400   14,708,700  

３．１年内償還予定社債   100,000   －   100,000  

４．未払法人税等   405,028   512,859   564,171  

５．賞与引当金   219,898   194,826   245,245  

６．その他   1,353,728   1,338,237   1,197,001  

流動負債合計   20,871,927 30.1  24,013,455 36.6  24,270,689 34.1 
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  前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２  8,185,100   3,431,700   5,706,400  

２．退職給付引当金   944,397   1,018,735   998,837  

３．役員退職慰労引当
金   189,479   200,704   195,091  

４．預り敷金   157,161   156,961   150,461  

固定負債合計   9,476,137 13.6  4,808,100 7.3  7,050,790 9.9 

負債合計   30,348,065 43.7  28,821,555 43.9  31,321,479 44.0 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   5,996,200 8.6  5,996,200 9.1  5,996,200 8.4 

Ⅱ 資本剰余金   6,599,920 9.5  6,599,920 10.0  6,599,920 9.3 

Ⅲ 利益剰余金   26,448,189 38.1  24,057,281 36.6  27,047,688 38.1 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   76,727 0.1  255,879 0.4  172,492 0.2 

Ⅴ 自己株式   △20,957 △0.0  △31,707 △0.0  △25,504 △0.0 

資本合計   39,100,079 56.3  36,877,574 56.1  39,790,797 56.0 

負債・資本合計   69,448,144 100.0  65,699,130 100.0  71,112,277 100.0 
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２．中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比 
（％） 金額（千円） 百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   46,029,779 100.0  46,162,145 100.0  94,284,515 100.0 

Ⅱ 売上原価   36,305,622 78.9  36,546,991 79.2  74,441,250 79.0 

売上総利益   9,724,157 21.1  9,615,153 20.8  19,843,264 21.0 

Ⅲ 営業収入   292,894 0.7  282,012 0.6  585,732 0.7 

営業総利益   10,017,051 21.8  9,897,165 21.4  20,428,996 21.7 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１  8,880,224 19.3  8,688,662 18.8  17,956,821 19.1 

営業利益   1,136,827 2.5  1,208,502 2.6  2,472,174 2.6 

Ⅴ 営業外収益           

１．受取利息  5,766   2,102   4,881   

２．受取配当金  －   11,718   33,187   

３．受取手数料  63,234   62,233   117,670   

４．受取保険金  14,589   4,503   28,385   

５．その他  26,064 109,655 0.2 17,212 97,769 0.2 54,879 239,005 0.3 

Ⅵ 営業外費用           

１．支払利息  118,462   91,262   222,694   

２．支払手数料  49,486   145   54,795   

３．その他  1,602 169,551 0.4 3,825 95,233 0.2 4,556 282,047 0.3 

経常利益   1,076,931 2.3  1,211,038 2.6  2,429,133 2.6 

Ⅶ 特別利益           

１．固定資産売却益 ※２ 153   423   204   

２．貸倒引当金戻入益  11,917 12,070 0.0 86 510 0.0 7,108 7,313 0.0 

Ⅷ 特別損失           

１．固定資産除却損 ※３ 22,423   27,186   56,036   

２．固定資産売却損 ※４ －   0   130   

３．退職給付会計基準変
更時差異処理額  59,434   －   118,868   

４．減損損失 ※５ － 81,858 0.1 3,566,524 3,593,711 7.8 － 175,035 0.2 

税金等調整前中間
（当期）純利益又は
純損失（△） 

  1,007,143 2.2  △2,382,163 △5.2  2,261,410 2.4 

法人税、住民税及び
事業税  378,831   479,705   990,253   

法人税等調整額  80,780 459,612 1.0 15,275 494,980 1.0 10,816 1,001,070 1.1 

中間（当期）純利益
又は純損失（△）   547,531 1.2  △2,877,143 △6.2  1,260,340 1.3 
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３．中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   6,599,920  6,599,920  6,599,920 

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期
末）残高   6,599,920  6,599,920  6,599,920 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   26,014,040  27,047,688  26,014,040 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１ 中間（当期）純利益  547,531 547,531 － － 1,260,340 1,260,340 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１ 中間純損失  －  2,877,143  －  

２ 配当金  113,381 113,381 113,263 2,990,407 226,691 226,691 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期
末）残高   26,448,189  24,057,281  27,047,688 
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４．中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の連結キ
ャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー     

税金等調整前中間（当
期）純利益又は純損失
（△） 

 1,007,143 △2,382,163 2,261,410 

減価償却費  1,063,782 922,710 2,167,260 

減損損失  － 3,566,524 － 

貸倒引当金の増加額
（△は減少額）  △280,978 1,094 △370,727 

賞与引当金の増加額
（△は減少額）  △16,436 △50,419 8,910 

退職給付引当金の増
加額  84,057 19,898 138,497 

役員退職慰労引当金
の増加額（△は減少
額） 

 △19,612 5,612 △14,000 

受取利息及び受取配
当金  △6,901 △13,820 △38,068 

支払利息  118,462 91,262 222,694 

固定資産売却益  △153 △423 △204 

固定資産除却損  22,423 27,186 56,036 

固定資産売却損  － 0 130 

売上債権の減少額（△
は増加額）  142,484 104,265 463,591 

たな卸資産の減少額
（△は増加額）  34,331 △11,368 △95,828 

仕入債務の増加額（△
は減少額）  34,935 △241,439 △6,765 

その他  △11,591 37,526 △24,526 

小計  2,171,946 2,076,445 4,768,410 

利息及び配当金の受
取額  7,927 12,046 41,068 

利息の支払額  △118,288 △88,785 △220,658 

法人税等の支払額  △540,990 △496,870 △1,014,489 

営業活動によるキャ
ッシュ・フロー  1,520,595 1,502,835 3,574,330 
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の連結キ
ャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー     

定期預金の預入によ
る支出  △30,056 △40,112 △2,530,616 

定期預金の払戻によ
る収入  30,056 40,112 2,530,496 

有形固定資産の取得
による支出  △931,103 △186,687 △1,187,462 

有形固定資産の売却
による収入  3,137 571 8,275 

無形固定資産の取得
による支出  △7,060 △2,642 △9,882 

投資有価証券の取得
による支出  △99,938 － △99,938 

投資有価証券の売却
及び償還による収入  628 849 1,978 

その他  17,429 54,186 125,040 

投資活動によるキャ
ッシュ・フロー  △1,016,906 △133,723 △1,162,108 
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前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の連結キ
ャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 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  3,000,000 1,000,000 7,000,000 

長期借入金の返済に
よる支出  △3,218,000 △3,230,000 △6,284,000 

社債の償還による支
出  － △100,000 － 

配当金の支払額  △113,217 △113,026 △226,224 

その他  △5,960 △6,202 △10,506 

財務活動によるキャ
ッシュ・フロー  △337,177 △2,449,229 479,268 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額（△は減少額）  166,510 △1,080,117 2,891,490 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高  7,138,360 10,029,851 7,138,360 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 ※ 7,304,871 8,949,733 10,029,851 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 
１．連結の範囲に関する事項 
   連結子会社は、㈱青木商事１社であり、非連結子会社は該当ありません。 

 

２．持分法の適用に関する事項 
   非連結子会社及び関連会社は該当ありません。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 
   連結子会社の中間決算日は３月31日で中間連結決算日と一致しております。 

 

４．会計処理に関する事項 
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

   時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

② デリバティブ  時価法 

③ たな卸資産 

  売価還元法による原価法（一部最終仕入原価法による原価法）によっております。 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  有形固定資産 

   定率法によっております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

   建物及び構築物   ３年～５０年 

   機械装置及び運搬具 ２年～１７年 

  無形固定資産 

   定額法によっております。 

   なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。 

（３）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

   従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

③ 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の見込額に基づき、当中間連結会計期間末に

おいて発生していると認められる額を計上しております。 

   数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理することとしております。 

④ 役員退職慰労引当金 

   当社は役員の退職慰労金の支払いに備えるため内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しております。 
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（４）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

   金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   金利スワップ取引を利用しております。 

  ヘッジ対象 

   借入金利の将来の金融市場における利率の変動によるリスクを回避する目的で利用しております。 

③ ヘッジ方針 

   ヘッジ取引を行う場合の取引方針としては、営業取引、資金調達等で発生する通常の取引範囲内で、必要に応じ最小限

のリスクで契約を行う方針であり、投機的な取引は行わない方針であります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップについては、特例処理の要件を充足すると判定されるため、その判定をもって有効性の評価に代えており

ます。 

（５）消費税等の会計処理方法 

   税抜方式によっております。 

 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
   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。 

 

 会計方針の変更 
 （固定資産の減損に係る会計基準） 

   当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「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）を適用しております。これにより税金等調整前中間純損失は3,566,524千円増加しており

ます。 

   なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。 

 

 表示方法の変更 
 （連結損益計算書） 

   前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取配当金」は、営業外収益の合計額

の100分の10を超えることとなったため区分掲記することとしました。 

   なお、前中間連結会計期間における「受取配当金」の金額は1,135千円であります。 
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注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度末 
（平成17年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、

27,695,294千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 

29,405,185千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 

28,582,829千円であります。 

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 
 

定期預金 30,000千円

建物 6,971,685千円

土地 19,837,339千円

合計 26,839,025千円
  

 
定期預金 30,000千円

建物 6,169,150千円

土地 16,286,313千円

合計 22,485,464千円
  

 
定期預金 30,000千円

建物 6,705,103千円

土地 19,837,339千円

合計 26,572,443千円
  

対応する債務 対応する債務 対応する債務 
 

買掛金 262,038千円

短期借入金 5,996,400千円

長期借入金 7,400,700千円

合計 13,659,138千円
  

 
買掛金 269,688千円

短期借入金 4,453,800千円

長期借入金 7,400,700千円

合計 12,124,188千円
  

 
買掛金 298,414千円

短期借入金 5,409,100千円

長期借入金 5,071,800千円

合計 10,779,314千円
  

 ３．当社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行７行と当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。 

 これら契約に基づく当中間連結会計

期間末における借入未実行残高等は次

のとおりであります。 

 ３．当社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行４行と当座

貸越契約を締結しております。 

 当中間連結会計期間末における当座

貸越契約に係る借入未実行残高等は次

のとおりであります。 

 ３．当社においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行６行と当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。 

 これら契約に基づく当連結会計年度

末における借入未実行残高等は次のと

おりであります。 
 

当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額 

16,000,000千円

借入実行残高 5,000,000千円

差引額 11,000,000千円
  

 
当座貸越極度額
の総額 22,000,000千円

借入実行残高 10,000,000千円

差引額 12,000,000千円
  

 
当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額 

19,000,000千円

借入実行残高 9,000,000千円

差引額 10,000,000千円
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。 
  

配送費 579,987千円

広告宣伝費 379,223千円

給料手当及び役
員報酬 3,050,933千円

賞与引当金繰入
額 219,898千円

退職給付費用 39,196千円

役員退職慰労引
当金繰入額 5,612千円

水道光熱費 977,243千円

減価償却費 1,063,782千円

賃借料 718,224千円
  

  
配送費 593,828千円

広告宣伝費 377,626千円

給料手当及び役
員報酬 3,015,564千円

賞与引当金繰入
額 194,826千円

退職給付費用 37,575千円

役員退職慰労引
当金繰入額 5,612千円

貸倒引当金繰入
額 1,181千円

水道光熱費 940,405千円

減価償却費 922,710千円

賃借料 700,773千円
  

  
配送費 1,177,161千円

広告宣伝費 746,221千円

給料手当及び役
員報酬 6,297,095千円

賞与引当金繰入
額 245,245千円

退職給付費用 78,438千円

役員退職慰労引
当金繰入額 11,225千円

貸倒引当金繰入
額 82千円

水道光熱費 2,001,274千円

減価償却費 2,167,260千円

賃借料 1,426,124千円
  

※２．固定資産売却益の内容は次のとおり

であります。 

※２．固定資産売却益の内容は次のとおり

であります。 

※２．固定資産売却益の内容は次のとおり

であります。 
  

機械装置及び運
搬具 153千円

  

  
機械装置及び運
搬具 423千円

  

  
機械装置及び運
搬具 166千円

土地 38千円
  

※３．固定資産除却損の内容は次のとおり

であります。 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおり

であります。 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおり

であります。 
  

建物及び構築物 17,210千円

機械装置及び運
搬具 1,116千円

器具及び備品 4,097千円
  

  
建物及び構築物 25,827千円

機械装置及び運
搬具 715千円

器具及び備品 643千円
  

  
建物及び構築物 35,043千円

機械装置及び運
搬具 1,281千円

器具及び備品 19,712千円
  

※４.     ────── ※４.固定資産売却損の内容は次のとおり

であります。 

※４.固定資産売却損の内容は次のとおり

であります。 
        

機械装置及び運
搬具 0千円

 

  
機械装置及び運
搬具 130千円
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前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※５.     ────── ※５.減損損失 ※５.     ────── 
 

  当中間連結会計期間において、当社グ

ループは以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 

 

        
場所 用途 種類 

福岡県 

長崎県 

佐賀県 

熊本県 

大分県 

店舗 
建物及び構

築物、土地 

福岡県 遊休資産 土地 
 

    

 
  当社グループは、事業用資産である店

舗については店舗ごとに、賃貸不動産及

び遊休資産については物件ごとにグルー

ピングを行っております。 

  店舗については、継続的に営業損失を

計上している、あるいは不動産価額の下

落が著しい店舗について建物及び構築物

188,471千円、土地3,182,189千円の減損

損失を計上しております。また、地価下

落がみられた遊休資産について土地

195,864千円の減損損失を計上しており

ます。 

  なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しておりま

す。正味売却価額は、主として不動産鑑

定士による鑑定評価額により算定してお

ります。 

 

   
 
（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） （平成17年９月30日現在） 
 
現金及び預金勘定 9,835,367千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 △2,530,496千円

現金及び現金同等物 7,304,871千円
  

 
現金及び預金勘定 11,480,350千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 △2,530,616千円

現金及び現金同等物 8,949,733千円
  

 
現金及び預金勘定 12,560,467千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金 △2,530,616千円

現金及び現金同等物 10,029,851千円
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 
 
未経過リース料 

１年以内 274,459千円

１年超 2,305,751千円

合計 2,580,211千円
  

 
未経過リース料 

１年以内 274,459千円

１年超 2,031,291千円

合計 2,305,751千円
  

 
未経過リース料 

１年以内 274,459千円

１年超 2,168,521千円

合計 2,442,981千円
  

 
（有価証券関係） 
（前中間連結会計期間）（平成17年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（△は損） 
（千円） 

(1）株式 564,531 707,690 143,158 

(2）その他 302,058 287,636 △14,421 

合計 866,589 995,326 128,736 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについては減損処理の対象となるものは該当あり

ません。 

 なお、減損処理にあたっては、時価の下落率が30％以上の銘柄について時価が著しく下落したと判断し、このう

ち、時価の下落率が30％以上50％未満の銘柄についてその回復可能性を検討しております。 

 また、時価が50％以上下落した銘柄については、合理的な反証がない限り、回復する見込がないほど著しい下落

があったものとみなして減損処理を行うこととしております。 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 615,420 

 
（当中間連結会計期間）（平成18年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（△は損） 
（千円） 

(1）株式 564,531 1,004,605 440,073 

(2）その他 299,859 289,113 △10,745 

合計 864,390 1,293,718 429,328 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについては減損処理の対象となるものは該当あり

ません。 

 なお、減損処理にあたっては、時価の下落率が30％以上の銘柄について時価が著しく下落したと判断し、このう

ち、時価の下落率が30％以上50％未満の銘柄についてその回復可能性を検討しております。 

 また、時価が50％以上下落した銘柄については、合理的な反証がない限り、回復する見込がないほど著しい下落

があったものとみなして減損処理を行うこととしております。 
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 615,420 

 
（前連結会計年度）（平成17年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額
（千円） 

差額（△は損） 
（千円） 

(1）株式 564,531 863,748 299,216 

(2）その他 300,708 290,908 △9,799 

合計 865,239 1,154,656 289,417 

 （注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについては減損処理の対象となるものは該当ありませ

ん。 

 なお、減損処理にあたっては、時価の下落率が30％以上の銘柄について時価が著しく下落したと判断し、このう

ち、時価の下落率が30％以上50％未満の銘柄についてその回復可能性を検討しております。 

 また、時価が50％以上下落した銘柄については、合理的な反証がない限り、回復する見込がないほど著しい下落

があったものとみなして減損処理を行うこととしております。 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 615,420 

 
（デリバティブ取引関係） 
 前中間連結会計期間末（平成17年３月31日現在）、当中間連結会計期間末（平成18年３月31日現在）及び前連結

会計年度末（平成17年９月30日現在） 

 ヘッジ会計の特例処理を採用しているため記載を省略しております。 
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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 

前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日） 

 小売業 
（千円） 

不動産賃貸業 
（千円） 計（千円） 消去又は全社 

（千円） 連結（千円） 

Ⅰ 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 46,029,779 － 46,029,779 － 46,029,779 

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 － － － (－) － 

売上高計 46,029,779 － 46,029,779 (－) 46,029,779 

Ⅱ 営業収入      

(1）外部顧客に対する売上高 － 292,894 292,894 － 292,894 

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 － － － (－) － 

営業収入計 － 292,894 292,894 (－) 292,894 

合計 46,029,779 292,894 46,322,674 (－) 46,322,674 

営業費用 44,878,636 119,672 44,998,308 187,537 45,185,846 

営業利益 1,151,143 173,221 1,324,365 (187,537) 1,136,827 

 
当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日） 

 小売業 
（千円） 

不動産賃貸業 
（千円） 計（千円） 消去又は全社 

（千円） 連結（千円） 

Ⅰ 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 46,162,145 － 46,162,145 － 46,162,145 

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 － － － (－) － 

売上高計 46,162,145 － 46,162,145 (－) 46,162,145 

Ⅱ 営業収入      

(1）外部顧客に対する売上高 － 282,012 282,012 － 282,012 

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 － － － (－) － 

営業収入計 － 282,012 282,012 (－) 282,012 

合計 46,162,145 282,012 46,444,157 (－) 46,444,157 

営業費用 44,950,683 112,608 45,063,292 172,361 45,235,654 

営業利益 1,211,461 169,403 1,380,864 (172,361) 1,208,502 
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前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

 小売業 
（千円） 

不動産賃貸業 
（千円） 計（千円） 消去又は全社 

（千円） 連結（千円） 

Ⅰ 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 94,284,515 － 94,284,515 － 94,284,515 

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 － － － (－) － 

売上高計 94,284,515 － 94,284,515 (－) 94,284,515 

Ⅱ 営業収入      

(1）外部顧客に対する売上高 5,040 580,691 585,732 － 585,732 

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高 － － － (－) － 

営業収入計 5,040 580,691 585,732 (－) 585,732 

合計 94,289,555 580,691 94,870,247 (－) 94,870,247 

営業費用 91,791,317 230,546 92,021,864 376,208 92,398,072 

営業利益 2,498,237 350,145 2,848,382 (376,208) 2,472,174 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主要な内容 

事業区分 主要な商品等 

小売業 （売上高）一般食料品、生鮮食料品、日用品他 
（営業収入）フランチャイジーに対する加盟店指導料 

不動産賃貸業 （営業収入）フランチャイジー及びテナントに対する不動産賃貸 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 主な内容 

消去又は全社の項
目に含めた配賦不
能営業費用の金額 
（千円） 

187,537 172,361 376,208 当社本社の管理部門に係
る費用であります。 

 
 

（２）所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間（自平成16年10月１日 至平成17年３月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年10月

１日 至平成18年３月31日）及び前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日）において、

本邦以外の国又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 

 前中間連結会計期間（自平成16年10月１日 至平成17年３月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年10月

１日 至平成18年３月31日）及び前連結会計年度（自平成16年10月１日 至平成17年９月30日）において、

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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販売実績 
 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

売上高 営業収入 合計 
事業の種類別セグメン
トの名称 金額 

（千円） 
前年同期比 
（％） 

金額 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

金額 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

菓子 4,207,028 1.2 － － 4,207,028 1.2 

食品 23,434,540 1.4 － － 23,434,540 1.4 

雑貨 2,196,414 5.3 － － 2,196,414 5.3 

鮮魚 5,175,228 2.9 － － 5,175,228 2.9 

青果 3,254,084 △4.4 － － 3,254,084 △4.4 

精肉 4,155,508 1.4 － － 4,155,508 1.4 

薬品 322,388 △23.9 － － 322,388 △23.9 

商品供給高 3,416,950 △8.3 － － 3,416,950 △8.3 

加盟店指導料 － － － － － － 

小売業計 46,162,145 0.3 － － 46,162,145 0.3 

受取家賃 － － 242,865 △1.6 242,865 △1.6 

共益費収入 － － 39,146 △15.2 39,146 △15.2 

不動産賃貸業計 － － 282,012 △3.7 282,012 △3.7 

合計 46,162,145 0.3 282,012 △3.7 46,444,157 0.3 


