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１．平成18年７月中間期の連結業績（平成18年２月１日～平成18年７月31日）

(1）連結経営成績 （金額表示：百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年７月中間期 79,677 △0.6 821 △26.0 749 △48.2

17年７月中間期 80,159 △1.3 1,109 △16.5 1,446 △4.4

18年１月期 164,062 2,291 2,914

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７月中間期 △357 － △13.76 －

17年７月中間期 548 △22.1 21.08 －

18年１月期 1,111 41.55 －

（注）①持分法投資損益 18年７月中間期 －百万円 17年７月中間期 －百万円 18年１月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年７月中間期 26,010,512株 17年７月中間期 26,013,347株 18年１月期 26,012,553株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、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  

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７月中間期 70,722 18,649 26.3 715.09

17年７月中間期 71,603 18,742 26.2 720.50

18年１月期 69,625 19,270 27.7 739.71

（注）期末発行済株式数（連結） 18年７月中間期 26,010,345株 17年７月中間期 26,012,845株 18年１月期 26,010,695株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年７月中間期 555 △1,281 1,632 5,672

17年７月中間期 1,099 △192 838 5,952

18年１月期 2,952 △1,592 △801 4,766

(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 8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19年１月期の連結業績予想（平成18年２月１日～平成19年１月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 164,000 2,000 150

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 　5円77銭

※　上記の業績予想は、現時点における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含み記載しておりますので、今後

の様々な要因により、上記予想とは異なる結果となる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項は添付資料７ページをご参照ください。
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企業集団の状況
　当社グループは、当社と子会社９社（うち１社は非連結会社）で構成されており、業務用食品から家庭用食品（一般

食品）まで食品全般を幅広く取り扱い、ユーザーへ販売する事業を営んでおります。

　当社グループにおける事業の種類別セグメントの事業内容（セグメント情報の区分と同一）は次のとおりであります。

ディストリビューター事業

　テーマパーク、ホテル、レストラン、事業所給食など、いわゆる外食産業に対し業務用食材を直接納入販売しており

ます。当社のディストリビューター事業部及び連結子会社がこの業務を行っております。なお、連結子会社につきまし

ては、一部この事業に該当しないものがありますが、グループにおける影響が小さいことからすべてこの事業に含めて

おります。

Ａ－プライス事業

　Ａ－プライスという名称の会員制の店舗で中小外食業者に対し業務用食材を現金販売しております。当社のＡ－プラ

イス事業部がこの業務を行っております。

食品スーパー事業

　肉、魚、青果のいわゆる生鮮三品を中心にした食品スーパーを営んでおります。当社の食品スーパー事業部がこの業

務を行っております。

　当社グループを構成している会社と、それぞれが営んでいる主な事業内容は次のとおりであります。

会社名 主な事業内容 摘要

㈱トーホー
業務用食品の外食産業向けの卸売業と、生鮮食品を中心とした食品

スーパーを営んでおります。

連結財務諸表

提出会社

㈱大久横山 酒類及び食料品の卸売業を営んでおります。 連結子会社

㈱ＴＳＫ
不動産及び倉庫用設備機器の賃貸・仲介及び管理業を営んでおりま

す。
連結子会社

㈱エヌオーシー 珈琲の販売業を営んでおります。 連結子会社

㈱アクト・デリカ 一般家庭向け食材の宅配業を営んでおります。 連結子会社

㈱大辰水産
大阪中央卸売市場東部市場の買参人であり、水産物の卸売業を営ん

でおります。
連結子会社

サンエバー㈱ 珈琲の焙煎・販売業及び洋菓子の製造・販売業を営んでおります。 連結子会社

㈱アスピット 外食産業向けの業務支援システムの販売業を営んでおります。 連結子会社

㈱フィナンシャル・アドバイス 投資顧問業及び財務コンサルタント業を営んでおります。 連結子会社

㈱ダイタツ （注）平成15年２月より、営業を休止しております。 非連結子会社
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　以上の企業集団について図示すると次のとおりであります。

　（注）　㈱大久横山、㈱アクト・デリカ、㈱大辰水産及び㈱アスピットと㈱トーホー（連結財務諸表提出会社）との営

業取引は僅少であります。
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経営方針
１、経営の基本方針

　当社グループは「食を通して社会に貢献する」という経営理念のもと、業務用から家庭用まで、すなわち外食・中

食（なかしょく）・内食のあらゆる食の分野で、幅広い商品・サービスを社会に提供する、国内では希有の「食のオー

ルラウンドプレーヤー」を目指し事業を拡大してまいりました。

　当社グループの経営の基本方針は、食の分野において、安心・安全、健康への配慮をベースに、社会のニーズに対

応し、更にはそれを先取りした商品やサービスを提供することで「社会に貢献することが、会社に利益をもたらす源

泉である」との考えであり、すなわち顧客（消費者）の満足度を高めることこそ、会社の利益（＝株主の利益）を増

大させるものであるとの考えであります。

　また、その方向に事業を進めることにより、株主はもとより、顧客（消費者）、取引先、従業員、その他社内外の

関係者の満足度を高めることと合致し、社会から支持され、経営は更なる安定的成長が約束されるものと確信してお

ります。

　なお、高度情報化・グローバル化・規制緩和等、経済構造の地殻変動の要因にも適切に対処していく所存でありま

す。

２、利益配分に関する基本方針

　企業経営にとって適正な利益配分を行うことは、企業が長期間にわたって事業活動を継続する上で非常に重要なこ

とであります。中でも事業のリスクを負担する株主に対し、そのリスクに相応しい利益が最終的に帰属されているか

どうかは、経営として最大の関心を払う必要があると認識いたしております。以上のことを具体化するため、後述い

たしますように当社グループは目標ＲＯＥを掲げ、ＲＯＥの向上に努めております。

　次に毎期株主に帰属した利益の内、株主に還元する配当額の決定でありますが、基本的には事業活動を安定的に継

続する上で維持すべき適正な株主資本の額を勘案し、更にＲＯＥを向上させる方向で決定したいと考えております。

　また、自社株取得で株主に利益を還元することが適切な場合もありますので、自社株取得も選択肢のひとつとして、

機動的に対処していく所存であります。

　自己資本比率につきましては、当面の目標水準を30％として、その前後５％のゾーンでコントロールしていきたい

と思います。

　なお、当中間期の配当金につきましては１株につき８円、配当金総額で２億８百万円とさせていただきます。

３、目標とする経営指標

　目標とする経営指標として次の二つを掲げております。

　第一に、企業にはその占有している経営資産を十分に活用し、効率的に運用がなされることが求められますので、

総資産事業利益率ＲＯＡ（事業利益として利払前税引前当期利益をもちいます）を目標とする指標としております。

　次に提供されている資金の内、最終的に事業のリスクを負担する株主より預かっている資金に対し、そのリスクに

見合う利回りが確保されているかという観点より、自己資本当期利益率ＲＯＥを第二の目標とする指標としておりま

す。

　第三次中期経営計画（当期が初年度）では、最終年度である平成21年１月期までに、ＲＯＡ７％、ＲＯＥは10％を

目標としており、それぞれの目標達成を目指します。

４、中長期的な経営戦略と対処すべき課題

　当社グループは、当期を初年度とする「中期経営計画」（３ヶ年計画）を策定いたしました。

　計画を達成するための具体的経営戦略を次の項目と位置付け、取組んでまいります。

①　強固なガバナンス体制の確立

　継続的な成長のため、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営機構にするとともに、執行役員制に伴う

業務執行のスピードアップと強化、並びに社内経営者の育成を促進いたします。また、社外取締役による取締役会

の活性化及び経営の透明性の向上を図るとともに、取締役会の中に位置付けたガバナンス委員会により指名・報酬

の公平性を高めてまいります。更に社外監査役による経営監査・監督機能の強化に努めてまいります。

②　人材発掘・人材育成

　経営方針である「企業は人なり」の実践のため、当社グループはその時代に即した人事・給与制度のあり方を追

求しており、「成果に報いる処遇体系、公平な評価、適正な人材配置・人材活用」を推進しております。特に、人

材育成策として「個人の特性、職種の特性に応じた人材育成プログラム」の確立を行い、営業力・技術力のアップ

と取組むとともに、「トーホー経営塾」を開設しリーダーの育成を行ってまいります。また、女性の活躍の場を拡

大すべく「ポジティブ・アクション・プログラム」の推進にも取組んでまいります。
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③　営業基盤の強化拡充

　継続的な増収益を実現するため、計画的に営業基盤の拡充を継続してまいります。ディストリビューター事業部

門では事業所の新設、新築移転による増床並びに多温度帯対応による品質管理強化を、Ａ－プライス事業部門では、

着実な出店戦略と計画的な改装を、食品スーパー事業部門では、ビルド＆スクラップ及び計画的な改装と取組んで

まいります。

④　安心・安全及び健康への継続的取組み

　食を提供する企業として、衛生・品質管理面の強化に継続的に取組むとともに、不当表示等による食品の安全性

への不安を払拭するため、トレーサビリティ（産地から販売経路まで追跡できる仕組み）への取組みを強化してま

いります。また、品質管理室による残留農薬の自主検査、産地への訪問調査をはじめ、事業所における多温度帯管

理、ＨＡＣＣＰ対応可能な設備の増強を図っております。更に、より身体に良い商品をウェイトアップさせながら

継続的に提供してまいります。

⑤　環境問題への積極的な取組み

　当社グループは、環境問題への取組みは企業の社会的使命であると位置付けており、本社及び九州本社における

オフィス活動、Ａ－プライス事業部門全店舗における店舗活動、食品スーパー事業部門主力店舗における店舗活動

において、国際環境規格であるＩＳＯ１４００１の認証を取得いたしております。更にディストリビューター事業

部門の主力事業所への拡大など、積極的な活動を継続してまいります。

⑥　マーケティング機能の強化

　個性化・多様化するお客様のニーズに対応するため、お客様視点に立った商品開発、商品の提供、営業活動、店

舗運営などをより強化すべく、マーケティング機能を更に充実し顧客満足度を高めてまいります。

⑦　ブランドの戦略的育成

　コーポレートブランド、ストアブランド、商品ブランドを戦略的に育成し、企業イメージの向上と商品に対する

信頼を提供するとともに、お客様に親しまれる店作りを行ってまいります。

　業務用商品につきましては、お客様の声をダイレクトに反映し、常に安定した品質の商品を提供するため、業務

提携先との共同ブランド「トリーゼ」をはじめ、当社グループ独自ブランド商品「イーストビー」、「スマイルシェ

フ」の開発に積極的に取組んでまいります。

　また、食品スーパー事業部門では、より身体に優しい商品を提供するため、「くらしアイ」ブランドを積極的に

投入してまいります。

⑧　Ｍ＆Ａ戦略の強化

　環境変化とスピードの時代に対応する有力な選択肢として、当社グループの経営理念と合致するとともに、既存

事業とのシナジーが期待できる企業とのアライアンスを、積極的に活用してまいります。

⑨　業務用食品販売業との連携強化

　外食産業への食材の供給者として、より良い品質の食材を提供し、かつ合理的な物流・情報システムを提案する

ため、業務用食品販売業４社と業務提携を行い、「トーク会」として活動しておりますが、今後とも商品開発・調

達の共同取組み、物流・情報システムの共同取組み、ユーザーへの共同提案の充実を更に図ってまいります。

⑩　新規事業の育成

　食文化に貢献する企業として、健康は重要なテーマであり、従来より健康補助食品事業を行ってまいりましたが、

更に販売を強固なものにするためコールセンターを設置するなど通信販売事業の育成強化を図ってまいります。更

に社会構造の変化に対応すべく、一般家庭向け食材宅配事業を強化してまいります。こうした事業の育成とともに

新規事業の萌芽を大切にしてまいります。

⑪　全社ナレッジマネジメントとの取組み

　高度情報化社会の差別化策として、長年培った営業ノウハウを次代へ継承するため、氾濫する情報を収集、整理、

共有化し、高度に活用するための仕組み（イントラネット）を構築、ナレッジマネジメントを推進してまいります。
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経営成績及び財政状態
１、当中間期の概況

　当中間期のわが国経済は、企業収益の改善を背景に民間設備投資の堅調な推移や雇用環境の改善等により個人消費

が増加するなど、景気は概ね回復基調で推移いたしました。しかしながら、原油価格の高騰や米国経済の減速懸念な

ど、依然として予断を許さない状況が続いております。

　このような状況のもと、当社グループは「健康で潤いのある食文化の創造に貢献する」という企業理念に基づき、

顧客満足度を高めるためのＣＳ向上運動、既存顧客へのサービス強化、新規顧客への積極的な提案営業、美味しさを

ベースに「安心・安全、健康、環境」をキーワードとしたこだわりの自社開発商品の積極的な拡販を推進してまいり

ました。

　当中間期の連結業績につきましては、競合店の相次ぐ出店等、競争激化によりＡ－プライス事業部門や食品スーパー

事業部門の売上高の回復が遅れていることをはじめ、子会社においても経費削減効果は出ているものの、売上高につ

いては伸び悩んでおり、売上高は796億77百万円（前年同期比0.6％減）、経常利益は７億49百万円（同48.2％減）、

中間純利益は当社及び当社子会社が所有する固定資産の一部について減損処理を行い、特別損失に10億20百万円を計

上した結果３億57百万円の赤字となりました。

　部門別の概況は次の通りであります。

ディストリビューター事業部門

　当部門（業務用食品卸売部門）におきましては、主力販売先であります外食産業が客単価のアップを主因に売上高

が回復してきております中、お客様の立場に立った提案営業を強化し、新規取引先の開拓、既存取引先のシェアアッ

プを図ってまいりました。

　具体的には、お客様のニーズに対応すべく、安心・安全、健康、美味しさをテーマとした「展示商談会」を全国４ヶ

所で開催し、メニューや食材などの情報提供に努めてまいりました。更に、重点施策としてイタリア料理業態への提

案活動を強化し、当社主力製品のコーヒーをはじめ、イタリア産生鮮野菜などの関連食材をメニュー化した「イタリ

ア料理講習会」を各地で開催、お客様に大変な評価を頂きました。

　また、環境負荷低減のため、環境にやさしく交通事故を減らす効果や燃費低減効果のある「エコ安全ドライブ」活

動を開始しました。

　なお、営業基盤の強化、設備の改善につきましては、４月に滋賀営業所（滋賀県栗東市）を新設するとともに、４

月に沖縄支店、熊本支店を品質管理強化のため改装を実施しました。

　当部門に属しております子会社につきましては、未だ業績が低迷しておりますが、経費削減や戦術転換などを実施

したことにより、着実に収益力が回復してきております。

　以上の結果、当部門の売上高は480億90百万円（前年同期比0.3％増）となりました。

Ａ－プライス事業部門

　当部門（業務用食品現金卸売部門）におきましては、類似業態の競合店の出店攻勢や他業態の業務用食材の品揃え

活発化などから、取り巻く市場環境は依然厳しい状況が続いております。

　このような状況のもと、安心・安全、そして美味しさを追及した自社開発商品の品揃え強化を図るとともに、それ

らこだわり食材の試飲試食の全店展開や、Ａ－プライス単独の「ミニ展示商談会」を継続して各地で開催してまいり

ました。また、各ブロックに地区ＭＤ（マーチャンダイザー）を配置したり、地域特性商品の調達、地域特性に適合

した販促策を立案・実施するなど、地域戦略の強化を図っております。

　こうした諸施策の実施により、業者顧客は増加に転じたものの、ライバルの出店攻勢や新規出店の遅れなどの影響

が大きく、業績は当初目標を下回る結果となりました。

　なお、当中間期における新規出店は、２月中広店（広島市西区）、４月延岡店（宮崎県延岡市）の計２店舗を行い、

店舗数は合計92店舗となりました。店舗活性化のための改装につきましては、５月西福岡店（福岡市西区）、６月諫

早店（長崎県諫早市）・熊本東店（熊本市）の３店舗で実施いたしました。

　以上の結果、当部門の売上高は170億29百万円（前年同期比2.1％減）となりました。
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食品スーパー事業部門

 当部門が属します食品小売業界では、主力地盤である神戸市への大型商業集積の出店が加速し、企業間競争や価格競

争が一段と厳しさを増しております。

 このような状況のもと、当部門におきましては、「健康で安心な地域の冷蔵庫」のコンセプトを核に、地域と密着し

た安心・安全で新鮮な日々の食材提供に努めるとともに、業務活性化、人材活性化、事業の効率化などに取組み、収

益体質の強化に努めてまいりました。また、商品開発力の強化により、自社開発商品「くらしアイ」のアイテム数の

拡充を図ってまいりました。

　店舗展開につきましては、６月みかたプラザ店（神戸市西区）を出店し、店舗数は合計47店舗となりました。

　以上の結果、当部門の売上高は145億58百万円（前年同期比1.7％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、引き続き企業収益は好調に推移し、経済全体としては安定成長を続けるものの、原

油価格の高騰や日銀のゼロ金利政策解除による金利の上昇、株式市場の不安定要因など懸念材料が存在し、予断を許

さない状況で推移するものと思われます。

　当社といたしましては、「食の安心・安全」に対する消費者ニーズの高まりの中にあって、食を提供する企業とし

て、衛生・品質管理面の強化に継続的に取組み、品質管理室による残留農薬の自主検査や産地工場の点検などをより

充実してまいります。下期につきましては、各事業部門の施策を着実に実行し、収益力強化による企業価値のさらな

る向上に努めてまいります。

 ディストリビューター事業部門では、更なる営業基盤の強化策として新規開設および新築移転を実施いたします。具

体的には８月に岐阜営業所（岐阜県羽島郡）の新設および三重営業所（三重県松阪市）の新築移転を行います。既存

店深耕と新規顧客の開拓を更に強化するとともに、新たな水産商品の開発による新業態への拡販を実施してまいりま

す。また、主力事業所であります福岡支店及び神戸支店において国際環境規格であるＩＳＯ１４００１の取得を行い

ました。

　Ａ－プライス事業部門では、顧客満足度を高めるため、店舗の更なるイメージアップとＣＳ推進運動を連動して進

めてまいります。更に、営業推進体制を強化するため、ブロック別の本部支援体制を確立するとともに、青果取扱店

の拡大など地域ニーズに即応した販促を実施してまいります。新規出店につきましては、本部に出店戦略担当部署を

設置し、きめ細かい商圏データに基づく詳細な市場分析を行うとともに、新たな店舗フォーマットの研究を行ってま

いります。

　特にライバル対策としましては、３Ｐ作戦として、ポスター・ＰＯＰ・プライスカード等で自社開発商品の品質へ

のこだわりを店頭で訴求する作戦を展開してまいります。

　食品スーパー事業部門では、店舗作業の効率化、商品在庫の圧縮並びに経費の削減を更に推進し、収益体質の強化

に努めつつ、店舗開発のスピードを早め、売上高の回復につなげてまいります。これにより、売上高成長の伴う収益

体質の早期確立に努めてまいります。

　子会社につきましては、営業強化とともに経費の削減を更に推進するなど業績回復のための収益改善策を着実に実

施してまいります。

 社会・地域貢献活動として参画しております兵庫県の進める楽農交流事業におきましては、楽農生活センター内にレ

ストランをオープンし、地域で獲れた食材を使った料理を提供するなど食育・食農への取組みを具体化してまいりま

す。

 ３月に福岡中洲のゲイツ商業ビル（福岡市博多区）のテナントとして出店いたしました24時間営業の新業態ストア

「トーホーファンズ24博多中洲店」は同商業ビル全体の出店の大幅な遅れから売上が低迷しておりますが、今後外販

にも力を入れ売上増に努めてまいります。また、「カフェドキャリテ博多中洲店」は８月より福岡天神岩田屋（福岡

市中央区）内に移転し「カフェドキャリテ福岡岩田屋店」としてオープンいたします。

　以上により、通期の連結業績の見通しといたしましては、売上高1,640億円（前期比0.0％減）、経常利益20億円（同

31.4％減）、当期純利益につきましては１億50百万円（同86.5％減）を予定しております。

３、財政状態

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）

 ３億３百万円の税金等調整前中間純損失となりましたが、10億20百万円の減損損失を計上したことが大きな要因です。

ただ、利益水準が低下していることや法人税等の支払額が前年同期に比べ２億39百万円増加し６億26百万円となった

こともあり、営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ５億44百万円減少し、５億55百万円の収入（前

年同期10億99百万円の収入）となりました。
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 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 Ａ―プライス２店、食品スーパー１店の他、新業態店舗１店の新規出店や子会社の賃貸物件取得などの設備投資を実

施する一方で手元資金の運用を現預金から有価証券へシフトいたしました。その結果、投資活動によるキャッシュ・

フローは、12億81百万円の支出（前年同期１億92百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　下期以降に予定されている借入金の返済資金を前倒しで調達したため、有利子負債（短期借入金・長期借入金合計）

の調達によるネット収入は、18億41百万円（前年同期10億48百万円の収入）となりました。一方、期末配当（１株に

つき８円）として２億７百万円を支出（前年同期２億８百万円の支出）し、財務活動によるキャッシュ・フローは、

16億32百万円の収入（前年同期８億38百万円の収入）となりました。

　以上の結果、当中間期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ、９億６百万円増加し、56億72百万円とな

りました。

財政状態の状況

　当中間期末の総資産は、前期末に比べ10億97百万円増加し、707億22百万円となりました。前期末に比べ変動の大き

かったものは、「現金及び預金」の減少５億92百万円、「有価証券」の増加17億41百万円、「有形固定資産」の減少

８億12百万円であります。

　有利子負債（短期借入金・長期借入金合計）は、前期末より18億41百万円増加し、293億95百万円となりました。

　有利子負債の調達の状況につきましては、当社はこのところそのほとんどを銀行等からの長期借入金で調達してお

ります。当中間期につきましても53億円の長期借入を実行いたしました。

　調達コストにつきましては、有利子負債の額が増加しているにもかかわらず、前年同期に比べ低下しておりますが、

金利上昇の影響もあり、下期の支払利息は上期に比べ増加する見込です。なお、有利子負債については、当中間期で

は前期末に比べ増加しましたが、期末時点においては10億円程度圧縮をする予定です。

　純資産は、純損失３億57百万円、その他有価証券評価差額金の減少１億３百万円、剰余金の配当２億８百万円等で

前期に比べ６億70百万円減少いたしました。この結果、自己資本比率は26.3％と前期末より1.4ポイント低下いたしま

した。なお、純資産は当中間期より少数株主持分50百万円、繰延ヘッジ損益29百万円を含めて表記しております。

 自己資本比率の水準につきましては、現時点では30％程度を適正な水準と考えており、これを当面維持したいと考え

ております。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成17年７月期 平成18年７月期 平成16年１月期 平成17年１月期 平成18年１月期

中間 中間 期末 期末 期末

自己資本比率（％） 26.2 26.3 26.6 26.9 27.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
30.0 29.6 30.4 31.9 31.5

債務償還年数（年） － － 3.9 － 9.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
10.9 6.0 27.8 － 13.7

　（注）１．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（中間期は記載しておりません。）

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算出しております。

※２自己資本は当中間期より純資産－新株予約権－少数株主持分より算出しております。

※３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）により算出してお

ります。

※４営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・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、連結貸借対照表に計上されている「短期借入金」、「長期借入金（１年内返済予

定含む）」の合計です。また、利払いは連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

２．平成17年１月期は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、インタレスト・カバレッジ・レ

シオは記載しておりません。
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３．平成17年７月中間期、平成16年１月期、平成17年１月期は、期末日または前期末日が休日であったため、イ

レギュラーな数値となっております。この影響を除く調整を行い、上記キャッシュ・フロー指標を再計算し

ますと次のようになります。

平成17年７月期 平成16年１月期 平成17年１月期

中間 期末 期末

自己資本比率（％） 26.4 28.4 26.9

時価ベースの自己資本比率（％） 30.3 32.4 31.9

債務償還年数（年） － 7.7 29.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ 15.0 13.9 4.0

事業等のリスク

　当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当中間期末現在において判断したものであります。

(1）食品の安全性

　当社グループでは、食に携わる企業として食品の衛生、品質管理面では、万全の注意を払っております。万一、

食品の安全性等でトラブルが発生した場合、また、その対応に不備があった場合には、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。更に、米国産牛ＢＳＥ（牛海綿状脳症、狂牛病）や鳥インフルエンザのような食品の

安全性において予期せぬ事態が発生した場合、売上だけでなく商品の調達面にも影響を及ぼす可能性があります。

(2）為替の変動及び商品市況

　当社グループは、あらゆる食材を国内外の産地やメーカーから調達しております。食品については海外依存度が

高いため、為替の変動によって調達価格が変動します。一部為替予約等によりそのリスクを軽減しているものの、

海外通貨に対し円安方向に進行した場合、調達価格が上昇し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

　また、為替だけでなく、農作物の作況等の情勢により食材の市況が変動したり、輸入規制措置が発令された場合

等、食品の需給動向に大きな変化が生じた場合には、同様に当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3）外食産業の動向

　当社グループのディストリビューター事業、Ａ－プライス事業における主要顧客は外食産業に携わるお客様であ

ります。外食産業の動向は当社グループの業績に変動を及ぼす可能性があります。

(4）取引先等の信用リスク

　売掛債権につきましては、取引先の経営状況に応じた与信枠を設定し与信管理を行い、取引先に応じた貸倒引当

金を計上し不良債権の発生に備えております。当社グループの取引先は多岐にわたっており、特定の顧客に依存し

ている状況ではありませんが、大口取引先の急激な財務状態の悪化等により信用リスクが拡大し、貸倒引当金の積

み増しが必要となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、良好な関係の構築と維

持を目的に一部の取引先の未公開株式を保有しておりますが、同様に財務状況等が悪化し、評価減が必要となった

場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5）出店・退店政策と競合店

　当社グループは営業基盤の拡充を図るため、Ａ－プライス事業、食品スーパー事業では、ビルド＆スクラップ政

策による新規出店と不採算店舗の閉鎖を計画的に実施しておりますが、適切な店舗用地の確保に時間を要する場合

等、新規出店が計画通りとならない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、営業エ

リア内の競合店の出現は、当社の店舗の業績に影響を与える可能性があります。

(6）自然災害、天候要因等

　当社グループは九州、中国、四国、関西、東海、関東地区に事業を展開しておりますが、これらの地域で自然災

害が発生した場合、人・建物の被害や物流・サービスの提供などに遅延や停止が生じ、当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。また、コンピュータ基幹システムにおきましては、充分な対策を採っておりますが、

万一壊滅的な損害を被った場合、当社グループの業務に遅滞が発生し、復旧に長期間を要する場合、業績に影響を

与える可能性があります。更に、冷夏、暖冬など天候要因による消費者行動の予期せぬ変化によって当社グループ

の業績は、左右される可能性があります。
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(7）子会社の業績

　当社グループでは、業績低迷の一部の連結子会社について早期の建て直しを図るべく各種政策を実施しておりま

すが、建て直しに時間を要する場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8）金利の変動

　当社及び一部の連結子会社は、金融機関から資金調達しております。金融機関からの借入金については、金利変

動のリスクを負っておりますが、当社においては、一部金利変動リスクを軽減するために金利スワップ取引を実施

しております。しかし、金利が大きく変動した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(9）減損会計

　当社グループにおいて、減損会計の適用により対象となる資産または資産グループに減損損失を計上する必要が

生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(10）個人情報保護

　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、万一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

発生した場合、また、その対応に不備があった場合、社会的信用を失うダメージや被害に対する損害賠償の発生な

ど当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。

(11）ストックオプション

　当社はストックオプション制度を採用しており、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に一律一人１個の新株

予約権を無償で発行しております。当該新株予約権の権利行使期間は、平成19年７月１日から平成22年６月30日と

なっておりますが、これらが権利行使された場合には、当社株式の希薄化による影響を受ける可能性があります。

(12）偶発事象

　予期しえない法律・規制の制定や訴訟等が発生した場合、当社グループの業績に変動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７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年１月31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 5,975,976 4,196,213 4,789,075

２．受取手形及び売掛
金

※３ 13,062,474 11,892,981 11,847,663

３．有価証券 ※２ 2,058,281 4,702,868 2,961,021

４．有価証券運用信託 3,013,305 3,287,243 3,013,645

５．たな卸資産 7,402,527 7,002,073 6,815,070

６．その他 1,810,213 1,873,108 1,801,154

７．貸倒引当金 △64,219 △55,379 △74,124

流動資産合計 33,258,560 46.4 32,899,108 46.5 31,153,505 44.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※1,2 10,614,747 10,084,478 10,603,490

(2）土地 ※２ 15,342,244 15,124,115 15,338,232

(3）その他 ※１ 2,546,399 2,559,229 2,638,745

有形固定資産合計 28,503,391 39.8 27,767,823 39.3 28,580,469 41.1

２．無形固定資産 342,614 0.5 296,160 0.4 292,779 0.4

３．投資その他の資産

(1）差入敷金 6,533,711 6,507,664 6,387,010

(2）その他 3,321,849 3,571,958 3,554,149

(3）貸倒引当金 △356,172 △319,955 △342,186

投資その他の資産
合計

9,499,388 13.3 9,759,668 13.8 9,598,974 13.8

固定資産合計 38,345,394 53.6 37,823,651 53.5 38,472,223 55.3

資産合計 71,603,954 100.0 70,722,760 100.0 69,625,728 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛
金

 18,373,949 17,951,614 18,198,768

２．短期借入金 7,851,089 8,751,786 9,274,648

３．未払法人税等 758,947 436,941 710,996

４．賞与引当金 421,067 445,923 357,266

５．ポイント制度変更
損失引当金

190,000 － －

６．その他 2,733,762 2,556,130 2,207,481

流動負債合計 30,328,815 42.3 30,142,396 42.6 30,749,160 44.1
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前中間連結会計期間末
（平成17年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年１月31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 21,135,474 20,643,688 18,279,684

２．未払役員退職慰労
金

356,400 356,400 356,400

３．役員退職慰労引当
金

4,200 5,700 4,900

４．退職給付引当金 672,625 502,817 588,029

５．その他 316,751 421,954 327,623

固定負債合計 22,485,450 31.4 21,930,559 31.0 19,556,637 28.1

負債合計 52,814,266 73.7 52,072,955 73.6 50,305,798 72.2

（少数株主持分）

少数株主持分 47,443 0.1 － － 49,477 0.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 5,344,774 7.5 － － 5,344,774 7.7

Ⅱ　資本剰余金 5,041,861 7.1 － － 5,041,862 7.2

Ⅲ　利益剰余金 9,394,102 13.1 － － 9,748,532 14.0

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

225,783 0.3 － － 401,374 0.6

Ⅴ　自己株式 △1,264,276 △1.8 － － △1,266,091 △1.8

資本合計 18,742,245 26.2 － － 19,270,453 27.7

負債、少数株主持分
及び資本合計

71,603,954 100.0 － － 69,625,728 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 5,344,774 7.6 － －

２．資本剰余金  － － 5,041,862 7.1 － －

３．利益剰余金  － － 9,152,560 12.9 － －

４．自己株式  － － △1,266,381 △1.8 － －

株主資本合計  － － 18,272,816 25.8 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評
価差額金

 － － 297,549 0.4 － －

２．繰延ヘッジ損益  － － 29,352 0.1 － －

評価・換算差額等合
計

 － － 326,901 0.5 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 50,086 0.1 － －

純資産合計  － － 18,649,804 26.4 － －

負債純資産合計  － － 70,722,760 100.0 － －
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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17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31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 80,159,009 100.0 79,677,965 100.0 164,062,512 100.0

Ⅱ　売上原価 63,685,486 79.4 63,313,912 79.5 130,623,557 79.6

売上総利益 16,473,522 20.6 16,364,053 20.5 33,438,954 20.4

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

１．運賃・荷造費 1,369,934 1,406,459 2,761,726

２．販売促進費 951,854 930,208 2,121,109

３．貸倒引当金繰
入額

3,978 8,511 26,719

４．役員退職慰労
引当金繰入額

4,108 800 4,808

５．退職給付引当
金繰入額

146,685 116,292 290,274

６．従業員給与 5,414,727 5,530,450 10,839,571

７．従業員賞与 557,274 508,065 1,724,990

８．賞与引当金繰
入額

416,036 445,923 356,789

９．福利厚生費 847,289 863,350 1,697,746

10．旅費交通費 509,849 524,245 1,027,932

11．水道光熱費 776,165 764,259 1,542,714

12．リース料 600,868 550,444 1,154,649

13．減価償却費 584,998 571,975 1,203,794

14．地代家賃 1,630,657 1,680,079 3,261,333

15．その他 1,549,722 15,364,148 19.2 1,641,935 15,543,000 19.5 3,132,917 31,147,075 19.0

営業利益 1,109,373 1.4 821,052 1.0 2,291,879 1.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 55,238 59,476 117,314

２．受取配当金 － 23,759 34,718

３．有価証券売却
益

201,852 － 440,380

４．その他金融収
益

90,431 － 111,819

５．その他 111,820 459,343 0.6 131,017 214,253 0.3 162,501 866,734 0.5

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 106,510 87,046 207,473

２．有価証券売却
損

－ 145,590 －

３．その他金融費
用

－ 40,138 －

４．その他 15,649 122,159 0.2 12,571 285,347 0.4 36,472 243,946 0.1

経常利益 1,446,557 1.8 749,958 0.9 2,914,667 1.8
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前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31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
（％）

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券
売却益

－ 5,614 26,120

２．貸倒引当金戻
入額

6,150 16,933 25,698

３．その他 47 6,198 0.0 － 22,547 0.0 874 52,693 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却
損

※１ 27,497 12,197 19,510

２．投資有価証券
評価損 

 28,500 － －

３．店舗閉鎖損 ※２ 32,653 10,991 49,931

４．ポイント制度
変更損失引当
金繰入額

 190,000 － －

５．ポイント制度
変更損失

 ※３ － － 424,654

６．減損損失  ※４ － 1,020,059 －

７．その他 22,903 301,554 0.4 32,975 1,076,223 1.3 194,117 688,212 0.4

税金等調整前
中間（当期）
純利益（△損
失）

1,151,201 1.4 △303,717 △0.4 2,279,148 1.4

法人税、住民
税及び事業税

685,731 404,482 1,121,079

法人税等調整
額

△83,198 602,532 0.7 △351,121 53,361 0.0 46,149 1,167,229 0.7

少数株主利益
（減算）

188 0.0 707 0.0 905 0.0

中間（当期）
純利益（△損
失）

548,479 0.7 △357,786 △0.4 1,111,013 0.7
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

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 5,041,861 5,041,861

Ⅱ　資本剰余金増加額   

自己株式処分差益 － － 1 1

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

5,041,861 5,041,862

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 9,083,708 9,083,708

Ⅱ　利益剰余金増加高

中間（当期）純利益 548,479 548,479 1,111,013 1,111,013

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 208,115 416,218

２．役員賞与 29,970 238,085 29,970 446,188

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

9,394,102 9,748,532
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年２月１日　至平成18年７月31日）

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

平成18年１月31日　残高

（千円）
5,344,774 5,041,862 9,748,532 △1,266,091 18,869,078

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △208,085  △208,085

中間純損失   △357,786  △357,786

自己株式の取得    △290 △290

利益処分による役員賞与   △30,100  △30,100

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － △595,972 △290 △596,262

平成18年７月31日　残高

（千円）
5,344,774 5,041,862 9,152,560 △1,266,381 18,272,816

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損
益

評価・換算差
額等合計

平成18年１月31日　残高

（千円）
401,374 － 401,374 49,477 19,319,930

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △208,085

中間純損失     △357,786

自己株式の取得     △290

利益処分による役員賞与     △30,100

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△103,825 29,352 △74,473 609 △73,863

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△103,825 29,352 △74,473 609 △670,126

平成18年７月31日　残高

（千円）
297,549 29,352 326,901 50,086 18,649,804
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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17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31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（△損失）

1,151,201 △303,717 2,279,148

減価償却費 667,917 645,518 1,377,183

減損損失 － 1,020,059 －

固定資産処分損 9,138 4,931 21,194

有価証券評価益
（△）・評価損

△115,169 221,820 △171,188

投資有価証券評価損 28,500 － －

デリバティブ取引評
価益（△）・評価損

△54,576 53,705 △55,239

貸倒引当金の減少額 △15,424 △40,976 △19,506

役員退職慰労引当金
の増加額・減少額
（△）

△362,792 800 △362,092

未払役員退職慰労金
の増加額

356,400 － 356,400

退職給付引当金の減
少額

△61,566 △85,212 △146,161

賞与引当金の増加
額・減少額（△）

58,087 88,657 △5,714

ポイント制度変更損
失引当金の増加額

190,000 － －

受取利息及び配当金 △78,078 △83,236 △152,033

有価証券売却益 △86,683 △76,229 △269,192

支払利息 106,510 87,046 207,473

その他金融収益 △35,855 △17,574 △56,579

投資有価証券売却益 － △5,614 △26,120

売上債権の増加額 △1,551,632 △45,317 △336,821

たな卸資産の増加額
(△)・減少額

74,814 △187,002 663,165

その他債権の増加額 △84,996 △60,509 △174,808

仕入債務の増加額・
減少額（△）

728,011 △247,153 552,830
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前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

その他債務の増加額 601,228 306,667 115,127

未払消費税の減少額 △53,007 △94,999 △11,201

役員賞与の支払額 △29,970 △30,100 △29,970

ポイント制度変更損
失

－ － 424,654

その他 53,254 40,120 125,731

小計 1,495,310 1,191,682 4,306,279

法人税等の支払額 △386,758 △626,400 △867,266

利息及び配当金の受
取額

56,418 64,569 98,652

利息の支払額 △101,284 △91,895 △216,201

その他金融収益入金
額

36,026 17,690 55,617

ポイント制度変更損
失額

－ － △424,654

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,099,712 555,647 2,952,428

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

△28,013 △28,014 △33,013

定期預金の払戻によ
る収入

28,012 28,013 33,012

有価証券運用信託の
設定による支出

△200,000 － △200,000

有価証券運用信託の
解約による収入

－ 500,000 200,000

有価証券の取得によ
る支出

△698,479 △1,560,325 △2,147,544

有価証券の売却によ
る収入

788,017 428,047 1,391,186

固定資産の取得によ
る支出

△465,935 △874,851 △1,476,444

固定資産の売却等に
よる収入

404,778 249,169 618,298

投資有価証券の取得
による支出

△20,744 △34,310 △28,239

投資有価証券の売却
による収入

1 9,887 48,905

貸付金の貸付による
支出

△137 △97 △518
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前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

貸付金の回収による
収入

50 626 1,874

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△192,449 △1,281,854 △1,592,484

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・純減少額（△）

－ 385,000 △100,000

長期借入による収入 4,900,000 5,300,000 8,400,000

長期借入金の返済に
よる支出

△3,851,855 △3,843,858 △8,684,086

子会社株式の売却に
よる収入

－ － 1,280

自己株式の売却によ
る収入

－ － 51

自己株式の取得によ
る支出

△1,366 △290 △3,231

配当金の支払額 △208,033 △207,883 △415,847

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

838,744 1,632,968 △801,833

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

1,024 △283 2,008

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額

1,747,031 906,477 560,118

Ⅵ　現金及び現金同等物期
首残高

4,205,921 4,766,040 4,205,921

Ⅶ　現金及び現金同等物中
間期末(期末)残高

※ 5,952,953 5,672,517 4,766,040
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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

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

１．連結の範囲に関す

る事項

(1）当社の連結子会社は、８社（㈱大

久横山、㈱ＴＳＫ、㈱エヌオー

シー、㈱アクト・デリカ、㈱大辰水

産、サンエバー㈱、㈱アスピット、

㈱フィナンシャル・アドバイス）で

あります。

(1）同左 (1）同左

(2）非連結子会社

　非連結子会社が１社（㈱ダイタ

ツ）あります。㈱ダイタツは小規模

であり純資産額も少なく、かつ、平

成15年２月より営業を休止し重要性

が乏しいため、連結の範囲から除外

しております。

(2）非連結子会社

　同左

(2）非連結子会社

　同左

２．持分法の適用に関

する事項

　持分法の適用会社はありません。

　非連結子会社については、連結中間

純損益及び利益剰余金等に与える影響

が軽微であるため、持分法は適用して

おりません。

　同左

 

　持分法の適用会社はありません。

　非連結子会社については、連結当期

純損益及び利益剰余金等に与える影響

が軽微であるため、持分法は適用して

おりません。

３．連結子会社の中間

決算日（決算日）等

に関する事項

　連結子会社８社の中間決算日は７月

31日であり中間連結決算日に一致して

おります。

　同左 　連結子会社８社の決算日は１月31日

であり連結決算日に一致しております。

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

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均

法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法

①　有価証券

売買目的有価証券

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法

①　有価証券

売買目的有価証券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格

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

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法によ

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

連結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

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

③　有価証券運用信託

時価法

③　有価証券運用信託

同左

③　有価証券運用信託

同左

④　たな卸資産

商品

ディストリビューター事業及

びＡ－プライス事業

当社は月別総平均法による

原価法、その他の連結子会

社は、主として最終仕入原

価法によっております。

④　たな卸資産

商品

ディストリビューター事業及

びＡ－プライス事業

同左

④　たな卸資産

商品

ディストリビューター事業及

びＡ－プライス事業

同左

食品スーパー事業

売価還元法による原価法。

ただし、生鮮食品等一部商

品については最終仕入原価

法によっております。

食品スーパー事業

同左

食品スーパー事業

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１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

　適用状況は次のとおりでありま

す。　

(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

　同左

(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

　同左

建物（建物附属設備を
除く）

定額法

その他の
有形固定
資産

当社の鳥栖
コーヒー工
場、鳥栖食
品工場に所
在するもの
及び主要な
電算機器、
㈱ＴＳＫの
所有するも
の全て並び
にサンエ
バー㈱の一
部工場に所
在するもの

定額法

上記以外の
もの

定率法

　なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物及び構築物…７～47年

機械装置及び運搬具・器具備品…

４～16年

　なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物及び構築物…７～47年

機械装置及び運搬具・器具備品…

４～16年

②　無形固定資産

　定額法によっております。なお、

ソフトウェア（自社利用）につい

ては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

②　無形固定資産

　同左

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

　売上債権及び貸付金その他これ

らに準ずる債権の貸倒れによる損

失に備えるため、信用度に応じて

グルーピングを行い貸倒実績率を

見込み、グルーピングした以外の

特定の債権については、回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3)重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

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、将来の支給見込額の

うち当中間連結会計期間の負担額

を計上しております。

②　賞与引当金

同左

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、将来の支給見込額の

うち当連結会計年度の負担額を計

上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

③　ポイント制度変更損失引当金

 当社は、Ａ－プライス事業部門に

おいて従来実施していたポイント

サービス制度を廃止し、平成17年

８月以降、新たなポイントサービ

ス制度の実施を決定いたしました。

この制度変更により、旧制度の累

積ポイントについては、変更期限

までに現金化することになったた

め、その金額を一定の算式により

見積もり、特別損失として190,000

千円を引当計上いたしました。そ

の結果、同額だけ税金等調整前中

間純利益が減少しております。な

お、旧ポイント制度の変更期限は、

当期末としているため、当期末に

は引当金残高は生じません。

─────

 

─────

 

④　役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金を適正に期間損

益に配分するため、一部の連結子

会社では、内規に基づく当中間連

結会計期間末要支給額の100％相

当額を役員退職慰労引当金として

計上しております。 

（追加情報）

 当社は、前定時株主総会終結の

時をもって役員退職慰労金制度を

廃止し、制度廃止までの在任期間

に応じた役員退職慰労金について

は、取締役及び監査役のそれぞれ

の退任時に支給することといたし

ました。これに伴い、制度廃止ま

での役員退職慰労金相当額は、未

払役員退職慰労金として固定負債

に計上しております。

③　役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金を適正に期間損

益に配分するため、一部の連結子

会社では、内規に基づく当中間連

結会計期間末要支給額の100％相

当額を役員退職慰労引当金として

計上しております。 

 

③　役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金を適正に期間損

益に配分するため、一部の連結子

会社では、内規に基づく当連結会

計年度末要支給額の100％相当額

を役員退職慰労引当金として計上

しております。

（追加情報）

 当社は、前定時株主総会終結の

時をもって役員退職慰労金制度を

廃止し、制度廃止までの在任期間

に応じた役員退職慰労金について

は、取締役及び監査役のそれぞれ

の退任時に支給することといたし

ました。これに伴い、制度廃止ま

での役員退職慰労金相当額は、未

払役員退職慰労金として固定負債

に計上しております。

⑤　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当中間連結会計期間末における

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。なお、当社における一部の

短期契約社員等異なった退職金

規定に基づく社員及び一部連結

子会社については簡便法によっ

ております。

④　退職給付引当金

同左

④　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、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計

上しております。

　なお、当社における一部の短期

契約社員等異なった退職金規定に

基づく社員及び一部連結子会社に

ついては簡便法によっております。

(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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、特例処理の要件を満

たしている金利スワップに関して

は、特例処理を採用しております。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

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…金利スワップ

ヘッジ対象…長期借入金

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

　当社は、事業活動に伴い発生す

る為替、金利の変動リスクを回避

するためデリバティブ取引を行っ

ております。その実行及び運用は

デリバティブ取引管理規程に基づ

き行われ、リスク管理しておりま

す。上記ヘッジ手段の金利スワッ

プは、借入金金利の変動リスクを

回避する目的のものであります。

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

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間におけるヘッジ対象

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、両者の変動額

等を基礎として有効性を判定して

おります。ただし、特例処理の要

件を満たしている金利スワップに

ついては、ヘッジ有効性判定を省

略しております。

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

(6）その他中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

(6）その他中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

 同左

(6）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

消費税等の会計処理方法

 同左

５．中間連結キャッ

シュ・フロー計算書

（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。

　同左 　同左
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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の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

 ─────  （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利益は1,020,059

千円減少しております。

 　　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。

 ─────

 ─────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準）

　　　当中間連結会計期間より、「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）を適用してお

ります。 

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は18,570,365千円であります。 

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

 ─────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

 ─────

 

（中間連結損益計算書）

　「受取配当金」は、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

ましたが、営業外収益の総額の100分の10を超

えたため区分掲記いたしました。

　なお、前中間連結会計期間における「受取配

当金」の金額は、22,839千円であります。

─────

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

（法人事業税における外形標準課税部分の連

結損益計算書上の表示方法）

　「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日以後に開始する連

結会計年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当中間連結会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日　企業会計基準委員会　実務

対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売費及び一

般管理費に計上しております。この結果、販

売費及び一般管理費が51,400千円増加し、営

業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利

益が51,400千円減少しております。

 ───── （法人事業税における外形標準課税部分の連

結損益計算書上の表示方法）

　「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日以後に開始する連

結会計年度より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当連結会計年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱い」（平成

16年２月13日　企業会計基準委員会　実務対

応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。この結果、販売

費及び一般管理費が102,600千円増加し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

がそれぞれ102,600千円減少しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

項目
前中間連結会計期間末
（平成17年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

前連結会計年度末
（平成18年１月31日）

※１　有形固定資産 (千円) (千円) (千円)

減価償却累計額 12,608,529 13,741,109 13,184,306

※２　担保提供資産 (千円) (千円) (千円)

有価証券

建物

土地

計

100,408

1,359,351

3,121,981

4,581,740

52,485

1,295,018

3,121,981

4,469,485

98,542

1,327,485

3,121,981

4,548,009

対応する債務

短期借入金

長期借入金

（１年内返済予定長

期借入金を含む）

計

215,000

1,295,563

1,510,563

－

968,474

968,474

115,000

1,102,332

1,217,332

※３　期末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。

　なお、当中間連結会計期間の末

日が金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手

形が中間連結会計期間末残高に含

まれております。

───── ─────

(千円)

受取手形 31,951

偶発債務

　連結会社以外の会社のリース債

務について債務保証を行っており

ます。

───── ─────

(千円)

九州コンビニエンス

システムズ㈱

計

3,605

3,605

コミットメントライン契約

　 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため、取引金融機関（16

社）との間でコミットメントライン

契約を締結しております。

　 当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため、取引金融機関（15

社）との間でコミットメントライン

契約を締結しております。

当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため、取引金融機関（16

社）との間でコミットメントライ

ン契約を締結しております。

(千円) (千円) (千円) 

契約極度額

借入実行額

差引額

6,000,000

－

6,000,000

6,000,000

－

6,000,000

6,000,000

－

6,000,000
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（中間連結損益計算書関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

※１　この内訳は次

のとおりであり

ます。

(千円)

建物及び構築物 751

器具備品 1,059

その他 25,686

計 27,497

(千円)

建物及び構築物 1,813

機械装置及び運搬具 1,030

器具備品 2,008

その他 7,345

計 12,197

(千円)

建物及び構築物 1,184

機械装置及び運搬具 257

器具備品 5,921

その他 12,147

計 19,510

※２　この内訳は次

のとおりであり

ます。

(千円)

建物及び構築物 3,414

機械装置及び運搬具 3,786

器具備品 126

店舗撤去費用 12,895

その他 12,431

計 32,653

(千円)

器具備品 78

店舗撤去費用 8,852

その他 2,059

計 10,991

(千円)

建物及び構築物 2,948

機械装置及び運搬具 7,342

器具備品 3,540

店舗撤去費用 36,099

計 49,931

※３ ───── ─────  当社は、Ａ－プライス事業にお

いて従来実施していたポイント

サービス制度を廃止し、平成17年

８月以降、新たなポイントサービ

ス制度の実施を決定いたしました。

この制度変更により、旧制度の累

積ポイントについては、変更期限

までに現金化することになったた

め、その金額424,654千円を特別

損失として計上いたしました。な

お、旧ポイント制度の変更期限は、

当連結会計年度末であります。

※４ ───── 　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

計上いたしました。 

用途 場所 種類

 事業所  福岡県他  土地、建物他

 店舗  兵庫県他  土地、建物他

 遊休資産  兵庫県  土地、建物他

 当社グループは、店舗、事業所をグルーピ

ングの最小単位としております。また、遊休

資産につきましては、個々の物件を最小単位

にしております。

 その結果、事業所、店舗につきましては地

価の著しい下落及び収益性の低下、遊休資産

につきましては市場価格の下落により帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

次のとおり特別損失に計上しております。

 　　　　　　　（単位：百万円）

用途
建物及び

構築物
土地 その他

 事業所 29 108 2

 店舗 589 121 47

 遊休資産 17 46 57

 合計 635 277 107

　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、土地につき

ましては固定資産税評価額を基礎として算定

した公示価格相当額、建物については固定資

産税評価額、構築物及び機械装置については

零円で評価しております。

─────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

 
前連結会計年度末株式数

（株）

当中間連結会計期間増加

株式数（株）

当中間連結会計期間減少

株式数（株）

当中間連結会計期間末　

株式数（株）

 発行済株式     

 普通株式 27,530,417 － － 27,530,417

 自己株式     

 普通株式（注） 1,519,722 350 － 1,520,072

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加350株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

 （円）
基準日 効力発生日

 平成18年４月26日

定時株主総会
 普通株式 208,085 8  平成18年１月31日  平成18年４月27日

 

(2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

　（千円）　
配当の原資

１株当たり配

当額（円）
基準日 効力発生日

 平成18年９月19日

取締役会
 普通株式 208,082  利益剰余金 8  平成18年７月31日  平成18年10月11日

 

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

※　現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高と中間

連結貸借対照表（連結貸借

対照表）に掲記されている

科目の金額との関係

(千円) (千円) (千円)

現金及び預金勘定

有価証券勘定

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金

価格変動リスクのある株式

等有価証券

現金及び現金同等物

5,975,976

2,058,281

△33,013

△2,048,290

5,952,953

4,196,213

4,702,868

△33,014

△3,193,548

5,672,517

4,789,075

2,961,021

△33,013

△2,951,042

4,766,040
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（リース取引関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１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）リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計額

相当額及び中間期末（期

末）残高相当額

有形固定資産（その他）
（千円） （千円） （千円）

取得価額相当額

減価償却累計額相当額

中間期末（期末）残高

相当額

3,831,558

2,388,086

1,443,471

3,308,515

2,025,723

1,282,791

4,079,789

2,723,205

1,356,583

(2）未経過リース料中間期

末（期末）残高相当額 （千円） （千円） （千円）

１年内

１年超

計

574,405

894,316

1,468,722

515,161

789,848

1,305,010

547,308

832,037

1,379,346

（注）未経過リース料中間期末残高

相当額の算定は、支払利息相当

額を控除したものであります。

同　　左 （注）未経過リース料期末残高相当

額の算定は、支払利息相当額を

控除したものであります。

(3）支払リース料、減価償

却費相当額及び支払利息

相当額 （千円） （千円） （千円）

支払リース料

減価償却費相当額

支払利息相当額

372,961

355,874

13,930

321,362

305,593

12,696

714,558

682,645

26,963

(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おりま

す。

同　　左 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 同　　左

２．オペレーティング・リー

ス取引

（店舗等の賃借料でリース

期間内に解約不能のもの）

未経過リース料 （千円） （千円） （千円）

１年内

１年超

計

349,403

2,125,734

2,475,137

444,296

2,518,515

2,962,812

352,310

1,985,273

2,337,584
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（有価証券関係）

（前中間連結会計期間末）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末（平成17年７月31日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 1,090,316 1,470,706 380,389

(2）債券    

 国債・地方債等 2,018 2,128 109

 社債 － － －

 その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,092,334 1,472,834 380,499

　（注）  減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合は全て減損処理を行い、30

～50％程度下落した場合は回復可能性等を考慮して必要と認められたものについて減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前中間連結会計期間末（平成17年７月31日）

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 159,713

（当中間連結会計期間末）

１．その他有価証券で時価のあるもの

当中間連結会計期間末（平成18年７月31日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 1,095,221 1,596,883 501,662

(2）債券

 国債・地方債等 6,745 6,667 △78

 社債 － － －

 その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,101,967 1,603,550 501,583

　（注）  減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合は全て減損処理を行い、30

～50％程度下落した場合は回復可能性等を考慮して必要と認められたものについて減損処理を行っております。
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２．時価評価されていない主な有価証券の内容

当中間連結会計期間末（平成18年７月31日）

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 168,213

（前連結会計年度末）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度末（平成18年１月31日）

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 1,074,666 1,749,392 674,726

(2）債券

 国債・地方債等 4,026 4,125 98

 社債 － － －

 その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,078,692 1,753,517 674,824

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合は全て減損処理を行い、30

～50％程度下落した場合は回復可能性等を考慮して必要と認められたものについて減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度末（平成18年１月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 158,213
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（デリバティブ取引関係）

（前中間連結会計期間末）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
前中間連結会計期間末（平成17年７月31日）

契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 為替予約取引

買建

米ドル 43,425 44,030 605

ユーロ 132,409 135,331 2,922

売建

米ドル 667,724 686,452 △18,728

ユーロ 136,279 135,331 947

通貨 スワップ取引

米ドル・円 1,553,000 27,484 27,484

ユーロ・円 130,960 12,168 12,168

金利 スワップ取引

円　　：受取固定・支払変動 1,000,000 32,853 32,853

円　　：受取変動・支払固定 1,000,000 1,082 1,082

米ドル：受取固定・支払変動 2,000万米ドル △10,877 △10,877

米ドル：受取変動・支払固定 1,000万米ドル 11,399 11,399

合計 － － 59,857

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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（当中間連結会計期間末）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
当中間連結会計期間末（平成18年７月31日）

契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 為替予約取引

買建

米ドル 155,064 157,828 2,763

ユーロ 27,957 28,977 1,019

売建

米ドル 192,482 189,908 2,573

ユーロ 127,747 130,551 △2,803

通貨 スワップ取引

受取米ドル・支払円 1,219,520 △6,849 △6,849

受取円・支払米ドル 235,900 4,411 4,411

受取ユーロ・支払円 130,960 17,326 17,326

金利 スワップ取引

円　　：受取固定・支払変動 1,000,000 4,335 4,335

円　　：受取変動・支払固定 1,000,000 20,968 20,968

米ドル：受取固定・支払変動   1,000万米ドル △55,578 △55,578

米ドル：受取変動・支払固定  500万米ドル 18,646 18,646

合計 － － 6,814

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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（前連結会計年度末）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

対象物の種類 取引の種類
前連結会計年度末（平成18年１月31日）

契約額等（千円） 時価（千円） 評価損益（千円）

通貨 為替予約取引

買建

米ドル 45,092 45,950 857

ユーロ － － －

売建

米ドル 440,977 448,114 △7,137

ユーロ 124,378 127,159 △2,781

通貨 スワップ取引

米ドル・円 1,337,920 48,542 48,542

ユーロ・円 130,960 14,906 14,906

金利 スワップ取引

円　　：受取固定・支払変動 1,000,000 19,824 19,824

円　　：受取変動・支払固定 1,000,000 9,805 9,805

米ドル：受取固定・支払変動 1,500万米ドル △39,625 △39,625

米ドル：受取変動・支払固定 1,000万米ドル 16,129 16,129

合計 － － 60,520

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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（セグメント情報）

ａ．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17年２月１日　至平成17年７月31日）

ＤＴＢ
（千円）

ＡＰ
（千円）

ＦＳＭ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 47,956,157 17,395,656 14,807,195 80,159,009 － 80,159,009

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
705,126 － 47 705,174 (705,174) －

計 48,661,284 17,395,656 14,807,243 80,864,183 (705,174) 80,159,009

営業費用 47,745,683 17,221,983 14,787,143 79,754,809 (705,174) 79,049,635

 営業利益 915,600 173,672 20,100 1,109,373 (－) 1,109,373

　（注）１．事業区分の方法

販売形態別に、ディストリビューター事業（ＤＴＢ）、Ａ－プライス事業（ＡＰ）、食品スーパー事業（Ｆ

ＳＭ）に区分しております。

２．各事業区分の主要な商品

(1）ＤＴＢ　……………　外食産業等に対する食材等

(2）ＡＰ　　……………　外食産業等に対する食材等

(3）ＦＳＭ　……………　食品及び雑貨

３．配賦不能営業費用はありません。

（追加情報）

     従来、ディストリビューター事業に帰属するものとして処理してきました一部の営業費用について、組織変更

に伴い、区分が明確になったため、各セグメントに配分することとしました。この結果、従来の方法によった場

合に比べ、営業利益はディストリビューター事業が、105,347千円減少、Ａ－プライス事業が同額増加しており

ます。

当中間連結会計期間（自平成18年２月１日　至平成18年７月31日）

ＤＴＢ
（千円）

ＡＰ
（千円）

ＦＳＭ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 48,090,352 17,029,149 14,558,464 79,677,965 － 79,677,965

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
688,497 － － 688,497 (688,497) －

計 48,778,850 17,029,149 14,558,464 80,366,463 (688,497) 79,677,965

営業費用 48,114,120 16,921,723 14,509,566 79,545,410 (688,497) 78,856,912

 営業利益 664,729 107,425 48,897 821,052 (－) 821,052

　（注）１．事業区分の方法

販売形態別に、ディストリビューター事業（ＤＴＢ）、Ａ－プライス事業（ＡＰ）、食品スーパー事業（Ｆ

ＳＭ）に区分しております。

２．各事業区分の主要な商品

(1）ＤＴＢ　……………　外食産業等に対する食材等

(2）ＡＰ　　……………　外食産業等に対する食材等

(3）ＦＳＭ　……………　食品及び雑貨

３．配賦不能営業費用はありません。
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前連結会計年度（自平成17年２月１日　至平成18年１月31日）

ＤＴＢ
（千円）

ＡＰ
（千円）

ＦＳＭ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 97,633,906 36,300,896 30,127,708 164,062,512 － 164,062,512

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,362,875 － 47 1,362,922 (1,362,922) －

計 98,996,781 36,300,896 30,127,756 165,425,435 (1,362,922) 164,062,512

営業費用 97,190,391 35,951,422 29,991,741 163,133,555 (1,362,922) 161,770,633

 営業利益 1,806,389 349,473 136,015 2,291,879 (－) 2,291,879

　（注）１．事業区分の方法

販売形態別に、ディストリビューター事業（ＤＴＢ）、Ａ－プライス事業（ＡＰ）、食品スーパー事業（Ｆ

ＳＭ）に区分しております。

２．各事業区分の主要な商品

(1）ＤＴＢ　……………　外食産業等に対する食材等

(2）ＡＰ　　……………　外食産業等に対する食材等

(3）ＦＳＭ　……………　食品及び雑貨

 ３．配賦不能営業費用はありません。

（追加情報）

従来、ディストリビューター事業に帰属するものとして処理してきました一部の営業費用について、組織変

更に伴い、区分が明確になったため、各セグメントに配分することとしました。この結果、従来の方法によっ

た場合に比べ、営業利益はディストリビューター事業が、253,765千円減少、Ａ－プライス事業が同額増加し

ております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における当社及び連結子会社の海外売上高が

ないため、該当事項はありません。
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