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１．平成18年６月中間期の業績（平成18年１月１日～平成18年６月30日）

(1)経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年６月中間期 333,535 1.3 △1,229 － △2,897 －

17年６月中間期 329,373 △3.4 △2,675 － △5,245 －

17年12月期 685,035 △675 △6,882

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 △44,468 － △50 02

17年６月中間期 △7,943 － △11 83

17年12月期 △17,707 △25 26

（注)①期中平均株式数
 　　　（普通株式)

 
18年６月中間期

 
 889,001,171株

 
17年６月中間期

 
671,512,156株

 
17年12月期

 
701,157,917株

（優先株式については別紙ご参照ください）
②会計処理の方法の変更 有

③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であります。

(2)財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年６月中間期 480,495 65,808 13.7 △15 96

17年６月中間期 525,085 6,580 1.3 9 20

17年12月期 598,840 109,987 18.4 33 73

（注)①期末発行済株式数
         (普通株式)

 
18年６月中間期

 
888,987,600株

 
17年６月中間期

 
715,356,836株

 
17年12月期

 
889,019,313株

②期末自己株式数 18年６月中間期 499,197株 17年６月中間期 424,061株 17年12月期 467,484株

 （優先株式については別紙ご参照ください） 

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

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期    

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　 円  銭
（注）当社は平成18年12月期の単独決算業績予想を開示していません。

３．配当状況  

 ・現金配当 １株当たり配当金(円)

中間期末 期末 年間

17年12月期 － － －

18年12月期(実績) － － －

18年12月期(予想) － － －

（注）上記配当は普通株式に関するものであります。(優先株式については別紙ご参照ください） 

－ 1 －



「期中平均株式数」(自己株式数控除後) 

 18年６月中間期 17年６月中間期 17年12月期

 普通株式  889,001,171 株  671,512,156 株  701,157,917 株

 Ａ種優先株式  8,000,000 株  －  666,666 株

 Ｂ種優先株式  12,000,000 株  －  1,000,000 株

 Ｃ種優先株式  12,000,000 株  －  1,000,000 株

 Ｄ種優先株式 48,000,000 株  －  4,000,000 株

 

 

 「期末発行済株式数」(自己株式数控除後) 

 

 18年６月中間期 17年６月中間期 17年12月期

 普通株式  888,987,600 株 715,356,836 株  889,019,313 株

 Ａ種優先株式  8,000,000 株  －  8,000,000 株

 Ｂ種優先株式  12,000,000 株  －  12,000,000 株

 Ｃ種優先株式  12,000,000 株  －  12,000,000 株

 Ｄ種優先株式  48,000,000 株  －  48,000,000 株

 

 

 「普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳」

 

基準日 中間期末 期末 年間合計

 17年12月期

 Ａ種優先株式

 Ｂ種優先株式

 Ｃ種優先株式

 Ｄ種優先株式

 
－
－
－
－

 
－
－
－
－

 
－
－
－
－

18年12月期(実績)

 Ａ種優先株式

Ｂ種優先株式

 Ｃ種優先株式

 Ｄ種優先株式

 
－
－
－
－

 
－
－
－
－

 
－
－
－
－

18年12月期(予想)

 Ａ種優先株式

 Ｂ種優先株式

 Ｃ種優先株式

 Ｄ種優先株式

 
－
－
－
－

 
－
－
－
－

 
－
－
－
－

 

 

 「18年６月中間期の業績」指標算式 

 

 　　　○１株当たり中間(当期)純利益

普通株式に係る中間(当期)純利益

 普通株式の期中平均発行株式数

 

 　　　○１株当たり純資産

中間期末の普通株式に係る純資産額

中間期末の普通株式の発行済株式数
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　　個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

 
 

前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度要約貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   34,418   37,924   101,399  

２　受取手形   0   24   21  

３　売掛金   14,510   14,096   21,751  

４　たな卸資産   34,837   34,302   37,944  

５　短期貸付金   80,720   83,962   74,120  

６　その他   26,259   24,909   34,762  

７　貸倒引当金   △5,212   △22,907   △9,480  

流動資産合計   185,535 35.3  172,313 35.9  260,520 43.5

Ⅱ　固定資産           

(1)有形固定資産 ※１          

１　建物 ※２  84,057   71,409   82,806  

２　土地 ※２  68,262   65,909   68,699  

３　その他   15,019   15,441   16,851  

有形固定資産合計   167,338 31.9  152,760 31.8  168,357 28.1

(2)無形固定資産   8,244 1.6  6,993 1.4  7,612 1.3

(3)投資その他の資産           

１　投資有価証券 ※２  9,262   11,021   10,735  

２　関係会社株式   30,886   18,144   28,263  

３　長期貸付金   50,424   45,473   47,187  

４　敷金   66,550   66,316   66,136  

５　その他   10,312   11,687   13,779  

６　貸倒引当金   △3,469   △4,215   △3,752  

投資その他の資産
合計

  163,967 31.2  148,428 30.9  162,349 27.1

固定資産合計   339,550 64.7  308,182 64.1  338,320 56.5

資産合計   525,085 100.0  480,495 100.0  598,840 100.0

           

－ 3 －



 
 

前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度要約貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形   2,813   569   1,739  

２　買掛金   40,785   40,877   85,426  

３　短期借入金 ※２  83,717   30,801   46,636  

４　一年内償還予定社債   15,400   4,000   4,000  

５　コマーシャル・ペー
パー

  64,100   29,800   54,400  

６　未払法人税等   563   652   1,144  

７　未払消費税等   733   784   652  

８　賞与引当金   －   1,122   －  

９　その他 ※２  16,158   17,022   19,476  

流動負債合計   224,272 42.7  125,630 26.1  213,474 35.6

Ⅱ　固定負債           

１　社債   4,000   1,600   2,000  

２　長期借入金 ※２  260,339   253,363   238,948  

３　退職給付引当金   8,980   10,112   10,508  

４　預り協力保証金   19,930   18,877   19,357  

５　その他 ※２  983   5,101   4,563  

固定負債合計   294,232 56.0  289,056 60.2  275,378 46.0

負債合計   518,505 98.7  414,687 86.3  488,853 81.6

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   72,309 13.8  － －  129,895 21.7

Ⅱ　資本剰余金           

資本準備金   18,400   －   76,236  

資本剰余金合計   18,400 3.5  － －  76,236 12.7

Ⅲ　利益剰余金           

中間(当期)未処理損失   82,940   －   92,713  

利益剰余金合計   △82,940 △15.8  － －  △92,713 △15.5

Ⅳ　土地再評価差額金   △101 △0.0  － －  △3,591 △0.6

Ⅴ　その他有価証券評価
差額金

  △943 △0.2  － －  315 0.1

Ⅵ　自己株式   △143 △0.0  － －  △154 △0.0

資本合計   6,580 1.3  － －  109,987 18.4

負債・資本合計   525,085 100.0  － －  598,840 100.0

           

－ 4 －



 
 

前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度要約貸借対照表
（平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  129,895 27.0  － －

２　資本剰余金           

資本準備金   －   76,236   －  

資本剰余金合計   － －  76,236 15.9  － －

３　利益剰余金           

その他利益剰余金           

繰延利益剰余金   －   △136,929   －  

利益剰余金合計   － －  △136,929 △28.5  － －

４　自己株式   － －  △164 △0.0  － －

株主資本合計   － －  69,037 14.4  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価
差額金

  － －  614 0.1  － －

２　土地再評価差額金   － －  △3,843 △0.8  － －

評価・換算差額等合計 
　

  － －  △3,229 △0.7  － －

純資産合計   － －  65,808 13.7  － －

負債及び純資産合計   － －  480,495 100.0  － －

           

－ 5 －



(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度要約損益計算書
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   329,373 100.0  333,535 100.0  685,035 100.0

Ⅱ　売上原価   249,289 75.7  253,387 76.0  518,532 75.7

売上総利益   80,084 24.3  80,147 24.0  166,503 24.3

Ⅲ　営業収入           

１　不動産賃貸収入  9,086   8,808   18,125   

２　その他の営業収入  10,491 19,577 6.0 10,192 19,000 5.7 22,337 40,462 5.9

営業総利益   99,661 30.3  99,148 29.7  206,966 30.2

Ⅳ　販売費及び
一般管理費

※５
 

 102,337 31.1  100,377 30.1  207,641 30.3

営業損失   2,675 △0.8  1,229 △0.4  675 △0.1

Ⅴ　営業外収益 ※１  2,545 0.8  2,065 0.6  4,003 0.6

Ⅵ　営業外費用 ※２  5,115 1.6  3,733 1.1  10,210 1.5

経常損失   5,245 △1.6  2,897 △0.9  6,882 △1.0

Ⅶ　特別利益 ※３  1,366 0.4  147 0.0  4,579 0.7

Ⅷ　特別損失
※４
※６

 2,566 0.8  41,690 12.4  12,351 1.8

税引前中間
（当期）純損失

  6,446 △2.0  44,440 △13.3  14,653 △2.1

法人税、住民税
及び事業税

 198   198   396   

法人税等調整額  1,299 1,497 0.4 △170 27 0.0 2,658 3,054 0.5

中間(当期)純損失   7,943 △2.4  44,468 △13.3  17,707 △2.6

前期繰越損失   74,950   －   74,950  

土地再評価差額金
取崩額

  △46   －   △54  

中間（当期）
未処理損失

  82,940   －   92,713  

           

－ 6 －



(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）　　　　　　　　　　　　　　　  　(単位:百万円)

株主資本 

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成17年12月31日残高 129,895 76,236 76,236 △92,713 △92,713 △154 113,263

中間会計期間中の変動額

中間純利益    △44,468 △44,468  △44,468

土地再評価差額金の取崩額    251 251  251

自己株式の取得      △9 △9

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）        

中間会計期間中の変動額合計 － － － △44,216 △44,216 △9 △44,226

平成18年６月30日残高 129,895 76,236 76,236 △136,929 △136,929 △164 69,037

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高 315 △3,591 △3,276 109,987

中間会計期間中の変動額

中間純利益    △44,468

土地再評価差額金の取崩額    251

自己株式の取得    △9

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額） 299 △251 47 47

中間会計期間中の変動額合計 299 △251 47 △44,178

平成18年6月30日残高 614 △3,843 △3,229 65,808

－ 7 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１　資産の評価基準及び

評価方法

(1)たな卸資産

商品

生鮮食品を除く商品は売価還元

法による原価法

生鮮食品は主に最終仕入原価法

による原価法

(1)たな卸資産

商品

同左

(1)たな卸資産

商品

同左

 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

 (2)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(2)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

 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）

その他有価証券

・時価のあるもの

同左

その他有価証券

・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）

 ・時価のないもの

移動平均法による原価法

・時価のないもの

同左

・時価のないもの

同左

 (3)デリバティブ取引

時価法

(3)デリバティブ取引

同左

(3)デリバティブ取引

同左

２　固定資産の減価償却

の方法

(1)有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

 建物　　　　　　　　６～50年

構築物　　　　　　　10～50年

工具器具備品　　　　３～20年

その他　　　　　　　４～17年

  

 (2)無形固定資産

定額法

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によって

います。

(2)無形固定資産

同左

(2)無形固定資産

同左

 (3)投資その他の資産

均等額償却

(3)投資その他の資産

同左

(3)投資その他の資産

同左

３　繰延資産の処理方法 新株発行費

支出時に全額費用として処理して

います。

社債発行費

支出時に全額費用として処理して

います。

           ─────

 

社債発行費

 同左

新株発行費

支出時に全額費用として処理して

います。

社債発行費

同左

４　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

率に基づき、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込相当額

を計上しています。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

(２)　　　　─────

 

 (２)賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与に充

てるため、支給見込額に基づき計

上しています。 

 　(追加情報)

業績連動型賞与について、将来　

支給見込額のうち、当中間会計期

間に属する部分を賞与引当金とし

て計上しています。 

 (２)　　　　─────
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

 (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、

当中間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

います。

なお、会計基準変更時差異

（16,133百万円）については、５

年による按分額を費用処理してい

ます。

また、数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により各発生年度の翌期

から費用処理することとしていま

す。

また、過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による定

額法により発生年度から費用処理

することとしています。

(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、

当中間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

います。

 数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による定

額法により各発生年度の翌期から

費用処理することとしています。

 また、過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による定

額法により発生年度から費用処理

することとしています。

(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いま

す。

なお、会計基準変更時差異

（16,133百万円）については、５

年による按分額を費用処理してい

ます。

また、数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により各発生年度の翌期

から費用処理することとしていま

す。

また、過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による定

額法により発生年度から費用処理

することとしています。

 (4)役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰

労金に充てるため、内規に基づく

要支給額を計上していましたが、

第50期定時株主総会(平成17年３

月30日)の決議に基づき役員退職

慰労金制度を廃止し、株式報酬型

ストック・オプション制度に移行

しました。なお、旧制度の中間会

計期間末の未払額は固定負債の

「その他」に含まれています。

(4) 　　　 ─────

       

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰

労金に充てるため、内規に基づく

要支給額を計上していましたが、

第50期定時株主総会(平成17年３

月30日)の決議に基づき役員退職

慰労金制度を廃止し、株式報酬型

ストック・オプション制度に移行

しました。なお、旧制度の期末の

未払額は固定負債の「その他」に

含まれています。

５　リース取引の処理方

法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっています。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

６　ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しています。

なお、金利スワップについては特

例処理の要件を満たしている場合

は特例処理を採用しています。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(1)ヘッジ会計の方法

同左

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利リスクを回避す

るためのスワップ

取引

ヘッジ対象…借入金の支払金利

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3)ヘッジ方針

リスク管理方針に基づき、金利変

動リスクをヘッジすることとして

います。

(3)ヘッジ方針

同左

(3)ヘッジ方針

同左

 (4)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ

手段の相場変動又はキャッシュ・

フロー変動の累計を比較し、その

変動額の比率によって有効性を評

価しています。ただし、特例処理

によっているスワップについては、

有効性の評価を省略しています。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

７　その他中間財務諸表

（財務諸表）作成の

ための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっています。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

 ───── （固定資産の減損に係る会計基準）

 　当中間会計期間より、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

用しています。これにより従来の方法によっ

た場合と比べ、営業損失、経常損失はそれぞ

れ839百万円減少し、税引前中間純損失は

15,394百万円増加しています。

  なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき当該各資産の

金額から直接控除しています。

 

 ─────

 ───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　 当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しています。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

65,808百万円であります。

  なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しています。

 

 ──────

─────   (株主資本等変動計算書に関する会計基準)

 　当中間会計期間より、「株主資本等変動

計算書に関する会計基準」(企業会計基準第

６号　平成17年12月27日)　及び「株主資本

等変動計算書に関する会計基準の適用指針」

　(企業会計基準適用指針第９号　平成17年

12月27日)を適用しています。

 

 ─────

─────  (役員賞与に関する会計基準)

 　当中間会計期間より、「役員賞与に関す

る会計基準」(企業会計基準第４号　平成17

年11月29日)を適用しています。これによる

損益に与える影響はありません。  

───── 
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追加情報 

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(法人事業税における外形標準課税部分の中間

損益計算書上の表示方法)

　実務対応報告第12号「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会

　平成16年２月13日)が公表されたことに伴い、

当中間会計期間から同実務対応報告に基づき、

法人事業税の付加価値割及び資本割325百万円

を販売費及び一般管理費として処理していま

す。

 

               ─────

 

(法人事業税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示方法)

　実務対応報告第12号「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会

　平成16年２月13日)が公表されたことに伴い、

当期から同実務対応報告に基づき、法人事業

税の付加価値割及び資本割710百万円を販売費

及び一般管理費として処理しています。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度末
（平成17年12月31日）

※１　有形固定資産減価償却累計額

182,704百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

       188,510百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

       187,636百万円

※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

資産の種類 金額（百万円）

建物 21,560

土地 56,833

投資有価証券 1,394

合計 79,787

資産の種類 金額（百万円）

建物 19,666

土地 56,109

投資有価証券 1,844

合計 77,620

資産の種類 金額（百万円）

建物 21,196

土地 56,833

投資有価証券 1,870

合計 79,899

(1)建物21,560百万円、土地56,833百万円は、

短期借入金4,354百万円、長期借入金

27,696百万円、、流動負債その他150百

万円及び固定負債その他827百万円に対

する担保に供しています。

(1)建物19,666百万円、土地56,109百万円は、

短期借入金3,389百万円、長期借入金

25,271百万円、、流動負債その他150百

万円及び固定負債その他677百万円に対

する担保に供しています。

(1)建物21,196百万円、土地56,833百万円は、

長期借入金21,172百万円、一年内返済予

定長期借入金9,183百万円、固定負債そ

の他752百万円及び未払金150百万円に対

する担保に供しています。

(2)投資有価証券1,394百万円は下松タウン

センター開発㈱の借入金530百万円に対

する担保に供しています。

(2)投資有価証券1,844百万円は下松タウン

センター開発㈱の借入金129百万円に対

する担保に供しています。

(2)投資有価証券1,870百万円は下松タウン

センター開発㈱の借入金330百万円に対

する担保に供しています。

　３　偶発債務

(1)債務保証

　３　偶発債務

(1)債務保証

　３　偶発債務

(1)債務保証

㈱エスシーシーの借入金

及び土地買取契約等に対

する保証額

6,607百万円

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証額

4,928　〃

㈱九州西友の家賃支払に

対する保証額
427　〃

SEIYU(SINGAPORE)

PTE LTDの借入金に対する

保証額

329　〃

社員の住宅ローン等の借

入金に対する保証額
213　〃

㈱東北西友のリース契約

に対する保証額
14　〃

計 12,519　〃

㈱エスシーシーの借入金

及び土地買取契約等に対

する保証額

  6,436百万円

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証額

  4,059　〃

㈱九州西友の家賃支払に

対する保証額
   337　〃

社員の住宅ローン等の借

入金に対する保証額
   157　〃

㈱東北西友のリース契約

に対する保証額
 4　〃

計  10,995　〃

㈱エスシーシーの借入金

及び土地買取契約等に対

する保証額

  6,521百万円

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証額

4,494 〃

㈱九州西友の家賃支払に

対する保証額
  368　〃

社員の住宅ローン等の借

入金に対する保証額
 189　〃

㈱東北西友のリース契約

に対する保証額
10　〃

計 11,584 〃

(2)保証予約 (2)保証予約 (2)保証予約

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証予約額

755百万円

計 755　〃

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証予約額

   669百万円

計    669　〃

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証予約額

   712百万円

計    712 〃
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 1,171百万円

受取配当金 　1,086　〃

受取利息    1,184百万円

受取配当金 　   171　〃

受取利息    2,323百万円

受取配当金   1,107　〃

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息 4,299百万円

社債利息 102　〃

コマーシャル・ペー

パー利息
436　〃

支払利息    3,434百万円

社債利息 34　〃

コマーシャル・ペー

パー利息
120　〃

支払利息    8,418百万円

社債利息 179　〃

コマーシャル・ペー

パー利息
935　〃

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

関係会社株式売却益 989百万円

投資有価証券売却益 365　〃

関係会社株式売却益    49百万円

店舗工作物補償金 85　〃  

関係会社株式売却益    4,075百万円

投資有価証券売却益      365　〃

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 130百万円

投資有価証券評価損 31　〃

貸倒引当金繰入額 1,052　〃

退職給付会計基準変更

時差異費用処理額
1,329　〃

固定資産除却損    248百万円

関係会社株式評価損 10,118　〃

貸倒引当金繰入額  13,889　〃

減損損失   16,233  〃

固定資産除却損      395百万円

関係会社株式評価損   1,355　〃

貸倒引当金繰入額    5,604　〃

退職給付会計基準変更

時差異費用処理額
   2,658　〃

商品評価損    1,902　〃

※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額

有形固定資産 6,081百万円

無形固定資産 566　〃

計 6,647　〃

有形固定資産    5,085百万円

無形固定資産 589　〃

計    5,674　〃

有形固定資産   12,550百万円

無形固定資産 1,154　〃

計   13,704　〃
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前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※６   　　　　───── ※６   減損損失

  当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、店舗を基本単位として資産の

グルーピングをしています。営業活動から生

ずる損益が継続してマイナスである資産グルー

プ及び閉鎖店舗等の遊休資産等について、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いま

す。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、

正味売却価額または使用価値により測定して

います。正味売却価額は、土地については、

路線価および不動産鑑定評価額等を基に算出

した金額によっています。その他の固定資産

については合理的な見積もりによっています。

また、使用価値は将来キャッシュ・フローを

４％で割引いて算出しています。

 

 （１）減損を認識した資産グループの概要

 （単位：百万円)

用途 種類 地域 物件数 金額

 
 

 
関東 26 5,925

店舗
土地及び

建物等  
東海 6 896

 
 

  
関西 10 3,441

遊休資産 
土地及び

建物等  

東日本・

関西 
5 5,970

合計 47 16,233

※６   　　　　─────

   

（２）固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 

 (単位:百万円)

固定資産の種類 金額

 建物 9,951

 土地 1,337

 その他の有形固定資産 3,328

 無形固定資産 343

 投資その他の資産 668

 リース資産 604

合計 16,233
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 

 当中間会計期間(自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日)

 

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

(株)

当中間会計期間増加株式数

(株)

当中間会計期間減少株式数

(株)

当中間会計期間末株式数

(株)

 普通株式 467,484 31,713 － 499,197

 Ａ種優先株式 － － － －

 Ｂ種優先株式 － － － －

 Ｃ種優先株式 － － － －

 Ｄ種優先株式 － － － －

 合計 467,484 31,713 － 499,197

 (注)　普通株式の自己株式数の増加31,713株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年１月１日
至　平成17年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

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

借主側 借主側 借主側

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

 

(単位:百万円)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

(単位:百万円)

(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

 

(単位:百万円)

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

中間
期末残高
相当額

有形固定
資産
その他

22,715 12,996 9,719

 
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 

中間
期末残高

相当額

有形固
定資産
その他

15,302 8,051 577 6,673

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末残高
相当額

有形固定
資産
その他

22,625 14,100 8,525

（注）有形固定資産その他の主なものは、

工具器具備品であります。

（注）有形固定資産その他の主なものは、

工具器具備品であります。

（注）有形固定資産その他の主なものは、

工具器具備品であります。

(2)未経過リース料中間期末残高相当額 (2)未経過リース料中間期末残高相当額等

 未経過リース料中間期末残高相当額

(2)未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,168百万円

１年超 6,996　〃

計 10,165　〃

１年内     2,217百万円

１年超      5,115　〃

計       7,332　〃

リース資産減損

勘定の残高
 452百万円

１年内      2,663百万円

１年超     6,233　〃

計       8,897　〃

(3)当中間期の支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

(3)当中間期の支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

(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 2,170百万円

減価償却費相当額 1,968　〃

支払利息相当額 150　〃

支払リース料      1,521百万円

リース資産減損勘定

の取崩額 
     151　〃

減価償却費相当額      1,274　〃

支払利息相当額  105　〃

減損損失 604　〃

支払リース料      4,089百万円

減価償却費相当額      3,690　〃

支払利息相当額  278　〃

(4)減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっています。

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(5)利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額の差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によってい

ます。

(5)利息相当額の算定方法

同左

(5)利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

１年内 10,060百万円

１年超 84,281　〃

計 94,341　〃

１年内       9,444百万円

１年超       79,036　〃

計       88,480　〃

１年内       9,627百万円

１年超       79,577　〃

計       89,204　〃
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年６月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成18年６月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成17年12月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

平成17年８月18日開催の取締役会において、株

式交換により平成17年10月６日を期して、株式

会社スマイル(以下、「スマイル」という)を完

全子会社化することを決議し、スマイルと株式

交換契約書を締結いたしました。

 １．株式交換による完全子会社化の目的

　当社は、平成14年のWal-Mart Stores, Inc.と

の資本業務提携以来、小売業への経営資源の集

中を積極的に推し進めています。

　当社の連結子会社であるスマイルは、西友グ

ループのオリジナル商品を中心に国内外から調

達する小売サポート部門と、西友以外の顧客を

中心に包材・食品・酒類・生活雑貨等を企画開

発・販売する外販部門を両輪として、これまで

事業を展開してきました。しかしながら、当社

小売業の再生が進む中で、スマイルの小売サポー

ト機能は当社にとってますますその重要性を増

しています。一方で、外販部門は、更なる事業

発展を目指すためにも、競争力のある経営体質

への転換が強く求められています。

　このような認識のもと、当社は、スマイルを

完全子会社化することにより、意思決定の迅速

化及び経営の機動性を高めるとともに、更なる

小売業への経営資源の集中化を実現していくた

めにも、当社の完全主導のもとで短期間の内に

スマイルの再編を進めることといたしました。

　なお、再編の第一歩として、スマイルは同日

に開催された取締役会において、平成17年11月

１日付でその小売サポート部門を会社分割し新

設会社に承継させることを決定しています。

 ２．株式交換の条件等

(1)株式交換の日程

　 平成17年８月18日　株式交換契約書承認

　　　　　　　　　　 取締役会

 　平成17年８月18日　株式交換契約書の締結

　 平成17年９月２日　株式交換契約書承認

　　　　　　　　　　 株主総会(スマイル)

 　平成17年10月５日(予定)

　　　　　　　　　　 株券提出期日(スマイル)

　 平成17年10月６日(予定)

 　　　　　　　　　　株式交換の日

※　本株式交換は、商法第358条第１項の規定

により、当社においては株式交換契約書に関す

る株主総会の承認を得ることなく行うものであ

ります。

(2)株式交換比率

 
当社

(完全親会社)

スマイル

(完全子会社)

 株式交換比率 1 6.9

 

　　　　　　　　─────

 

 

 

 

 

 

　

　

 　

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　　─────
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前中間会計期間

（自　平成17年１月１日

至　平成17年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

前事業年度

（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

(注)

①　株式の割当比率

　スマイルの普通株式１株に対して当社の普通

株式6.9株を割当交付します。

ただし、当社が保有するスマイル株式

(2,210,000株)については、割当を行いません。

②　株式交換比率の算定根拠

　当社は株式会社ケーピーエムジーエフエーエ

ス(以下、「KPMG FAS」という)に株式交換比率

の算定を依頼し、その算定結果を参考にして当

事者間で協議した結果、上記のとおり合意いた

しました。

③　第三者機関による算定結果、算定方法及び

算定根拠

　KPMG FASは、当社については市場株価方式、

スマイルについてはDCF(ディスカウンテッド・

キャッシュ・フロー)方式及び類似企業比較方

式を用いて株式価値の分析を行い、その結果を

総合的に勘案し、株式交換比率を算定しました。

④　株式交換により交付する新株式数

普通株式　2,973,900株

⑤　利益配当の起算日

株式交換に際して発行する新株式に対する利益

配当金の計算は、平成17年１月１日を起算日と

します。

(3)株式交換交付金

株式交換交付金は支払わないものとします。
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