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１．2006年８月中間期の業績（2006年３月１日～2006年８月31日）

(1）経営成績 （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 ％

2006年８月中間期 49,757 (19.1) 2,297 (30.4) 2,320 (30.6)

2005年８月中間期 41,790 (14.8) 1,761 (△1.2) 1,776 (2.7)

2006年２月期 87,431 3,979 4,003

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

2006年８月中間期 1,383 (19.0) 79 10 － －

2005年８月中間期 1,162 (△34.9) 99 67 － －

2006年２月期 2,853 242 47 － －
（注）①持分法投資損益 2006年８月中間期 －百万円 2005年８月中間期 －百万円 2006年２月期 －百万円

②期中平均株式数 2006年８月中間期 17,493,227株 2005年８月中間期 11,663,000株 2006年２月期 11,663,000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）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

2006年８月中間期 43,990 31,329 71.2 1,791 02

2005年８月中間期 40,039 28,409 71.0 2,435 90

2006年２月期 40,959 30,327 74.0 2,598 11
（注）①期末発行済株式数 2006年８月中間期 17,494,500株 2005年８月中間期 11,663,000株 2006年２月期 11,663,000株

②期末自己株式数 2006年８月中間期 1,953株 2005年８月中間期 －株 2006年２月期 －株

(3）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

2006年８月中間期 4,788 △3,408 △330 12,846

2005年８月中間期 4,341 △4,110 △291 11,166

2006年２月期 6,851 △5,989 △291 11,797

２．2007年２月期の業績予想（2006年３月１日～2007年２月28日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 99,400 4,700 2,700

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 154円33銭

　　2007年２月期の連結業績予想（2006年３月１日～2007年２月28日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 101,500 4,500 2,500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 142円90銭
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３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

2006年２月期 － － － 28.00 － 28.00

2007年２月期（実績） － － － － －  

2007年２月期（予想） － － － 31.00 － 31.00

 

※　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は今後様々

な要因によって予測数値と異なる結果となる可能性があります。

　　なお、当社は2006年８月25日付にて100％子会社のジョイフル東海株式会社を設立し、これを連結対象とし連結業績予

想を記載しております。詳細につきましては、添付資料８ページの（3）「通期の見通し」をご参照下さい。 

－ 2 －



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イオングループ（以下、企業集団をさす場合は、単に「イオン」

という。）の総合小売事業の中のスーパーマーケット事業における東海地区の中核企業であり、静岡県を中心として神

奈川県・愛知県及び山梨県に50店舗のスーパーマーケットを展開しております。なお、当社は親会社であるイオン株式

会社より、イオンのプライベートブランドである“トップバリュ”など商品の一部供給を受けております。当中間期に

おけるイオン株式会社からの仕入高は、総仕入高の2.7％であります。また、他のグループ各社との間で、店舗の維持管

理に関する取引や用度・資材の供給、当社店舗へのテナント入店等の取引を行っております。

　当社は、本年８月25日に100％子会社であるジョイフル東海株式会社（本店所在地：静岡県静岡市）を設立いたしまし

た。当該会社は、本年５月に民事再生手続きの申請を行った静岡市を中心にスーパーマーケット事業などを展開する株

式会社東海マート及び同エリアで100円ショップを中心に展開する株式会社プラスワンに対する事業支援のための受皿会

社として設立され、10月16日をもって上記２社より事業譲渡を受ける計画となっております。

　ジョイフル東海株式会社は、当中間会計期間においては事業活動を行っておらず、子会社の資産等からみて重要性は

乏しいものとして中間連結財務諸表は作成しておりません。 

　これら事業に係る系統図は、次のとおりであります。

［事業系統図］

 
お 客 さ ま  

 

《総合小売業（スーパーマーケット事業）》 

当 社  

本 部 店 舗 流通センター 

本部・研修センター 50 店舗 3 センター 

《専門店事業》 

㈱ニューステッ

プ 

《サービス事業》 

イオンクレジット

サービス㈱ 

親 会 社 

 
イオン㈱ 

《不動産事業》 

ロック開発㈱ 

《その他》 
㈱イオンテク
ノサービス 
チェルト㈱ 
アイク㈱ 

クレジット販売 
代金の業務委託 

商品供給 
情報システム

の利用等 

店舗賃借 店舗維持管理 
店舗資材購入 
商品仕入 

（ イ オ ン グ ル ー プ ）  

 

（注）㈱イオンテクノサービスは、2006 年9 月1 日付で㈱ジャパンメンテナンスと合併し、同社はイオン 
ディライト㈱に商号変更いたしました。 

 

店舗内出店 
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「何よりもお客さまの利益を優先しよう。」という企業理念のもと、どこよりも「気持ちのよい挨拶がで

きる店」、どこよりも「商品を大切にする店」、どこよりも「サービスレベルが高い店」、どこよりも「お客さまの

ご意見やご要望に真摯に対応する店」を目指して経営に取り組んでおります。同時に地域に密着したスーパーマーケッ

トの展開には、全従業員が絶えずお客さまの視点に立ち、お客さまの声に真摯に耳を傾け、誠実かつ迅速に行動を起

こすことが不可欠であると考えております。

　このような経営方針のもと、食品部門特に生鮮・フード部門（惣菜・寿司・ベーカリー）に対し重点的に経営資源

を投入し、インストア製造の強化による同業他社との差別化を推進するとともに、デイリー・グロッサリー・ノンフー

ズ部門についてはエブリデイ・ロー・コスト（ＥＤＬＣ）体制の構築によるエブリデイ・ロー・プライス（ＥＤＬＰ）

政策を進めてまいります。

　また深夜マーケットの掘り起こしを更に強化すべく、24時間営業ノウハウの構築や、店舗作業効率の向上を目指し

た教育・システム・物流体制の強化など、各経営課題に積極的に取り組んでまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、将来の設備投資計画やフリー・キャッシュ・フローの状況を勘案しつつ、業績を反映しより積極的な利益

還元を行う方針とし、具体的には、中長期的に配当性向を30％程度に高める努力を続けてまいります。

　

(3）目標とする経営指標

　目標とする経営数値といたしましては、売上高営業利益率５％の実現とその継続を目指すとともに、経常ＲＯＡ（総

資本経常利益率）ならびに経常ＲＯＥ（自己資本経常利益率）を効率分析の重要指標として位置付けております。な

お経常ＲＯＡにつきましては10％以上を目標数値としております。

　今後さらに重要指標の向上に向け、収益構造の一層の強化を図るとともに、商品回転率の改善など重点課題を明確

にし、取り組んでまいります。

　また、2003年２月期から４期連続で堅調に推移している既存店の増収基調の継続にも引き続きこだわりをもち、取

り組んでまいります。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社では、「静岡県沼津市を中心とした半径100ｋｍを基本ターゲットとしたドミナント戦略」に基づき、当期にお

いてはスクラップ・アンド・ビルドを含め７店舗の新店開設（上半期３店舗、下半期４店舗）を予定するとともに、

来期以降においても二桁出店を目標として成長戦略を強化してまいります。

　出店戦略の四つの基軸としては、

①　店舗：標準化・大型化・ローコスト

②　運営：パートタイマー主体・地域密着

③　商品：付加価値・価格

④　地域：貢献・共栄

を掲げ、社内基準に基づく経営計画の確実な実現を前提とし、マーケット特性に応じた出店形態を採用し、今後の競

争に打ち勝つべく、店舗のプロトタイプ（原型）作りを計画的に進めてまいります。

　同時に、今後想定される更なる企業再編の動きや、まちづくり三法の改正等に対処していくため、Ｍ＆Ａ（合併・

買収）を新たな成長戦略の柱とすべく積極的に取り組んでまいります。

(5）会社の対処すべき課題

　上記の通り、積極的な成長戦略を計画する当社にとりまして、新店等の早期軌道化と既存店の収益力の維持拡大は

重要な経営課題であります。その基盤を支える人材の確保と育成に重点を置くとともに、フレックス社員（パートタ

イマー）の戦力化を重視し、「お客さま視点」「挑戦意欲」「行動力」を持った社員の積極的登用、技術認定試験等

の実施によるスキルアップ、「フレックス委員会」（パートタイマー中心の小委員会活動）の全店軌道化・活性化な

ど、フレックス社員の活用と戦力化を図ることにより、権限委譲を進め、店舗におけるパートタイマー比率を90％ま

で引き上げる計画であります。
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(6）親会社等との関係に関する事項

①　親会社等の商号等

親会社等 属性 親会社等の議決権所有割合
親会社等が発行する株券が上場

されている証券取引所等

 イオン株式会社  親会社  69.4％
 株式会社東京証券取引所

 市場第一部

 

②　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社の親会社はイオン株式会社であり、同社は当社の発行済株式の68.6％を保有しております。

　当社は、親会社であるイオン株式会社を中心とする「イオン」のスーパーマーケット事業における東海地区での中

核企業であり、当社のほか国内ではマックスバリュを冠した６つの地域事業会社があります。

　イオン株式会社は、当社の主たる事業基盤エリアである静岡県には、「ジャスコ」名でＧＭＳ（総合スーパー）を

2006年８月31日現在７店舗、神奈川県においては８店舗を、また「マックスバリュ」名で食品スーパーを静岡県に５

店舗、神奈川県において２店舗各々出店しております。

　当エリアにおける今後の「マックスバリュ」展開の方針につきましては、静岡県におきましては、イオン株式会社

が既に出店しております５店舗は当社がイオン株式会社の子会社となった2000年７月１日以前に開設されたものであ

り、以降の新規出店につきましては当社が進める戦略であります。一方、神奈川県における両社の「マックスバリュ」

及び「ヤオハン」店舗は2006年８月31日現在で10店舗に留まっているとともに、同県のマーケット規模の大きさ等か

ら判断し、現状では競合となりうる状況には至っておりません。従いまして「イオン」としてのシェア拡大を優先し、

イオン株式会社は首都圏を中心に、片や当社は静岡県側から「マックスバリュ」店舗の出店を各々進めることとして

おります。

　当社は、イオン株式会社に社外取締役及び社外監査役の派遣の要請を行い、社外取締役１名が就任し、また社外監

査役３名は同社の出身者であり、各々より当社経営に対する適切な助言を受けております。また、当社は同社から出

向者２名を受け入れております。 

 以上のとおり、当社とイオン株式会社とは、グループとして総合小売業を展開しておりますが、主力業態は異なる店

舗としてそれぞれの展開エリアにおいてトータルの販売シェア拡大のため補完する関係にあります。相互の情報交換・

プライベートブランド商品の供給など緊密な関係にはありますが、当社の業務執行、事業展開など重要な事項につい

ては、当社自らが意思決定を行っており、当社の親会社からの経営の独立性は十分に確保されているものと認識して

おります。

③　親会社等との取引に関する事項

 当社は、親会社であるイオン株式会社より、イオンのプライベートブランドである”トップバリュ”商品の一部提供

を受けております。なお、取引条件は一般取引と同様に決定しており他との区別はしておりません。

また、余資運用の一環として親会社から優先出資証券参加権を取得しております。

 

(7）その他会社の経営上の重要な事項

　本年５月に民事再生手続きの申請を行った静岡市を中心にスーパーマーケット事業などを展開する株式会社東海マー

ト及び同エリアで100円ショップを中心に展開する株式会社プラスワンに対し事業支援を表明するとともに、当該事業の

受け皿会社となるジョイフル東海株式会社を設立いたしました。なお、代表取締役社長内山一美及び取締役岩田整治が

同社の取締役を兼務することとし、岩田整治は当該会社の代表者として今後当社と取引を行ってまいります。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当中間会計期間における景気動向は、長引く原油価格の高騰や異常気象など引き続き不安要素はあるものの、個

人消費を取り巻く環境は、製造業や金融業界を中心に堅調な業績の推移に支えられ、緩やかながら回復傾向をたどっ

ております。しかしながらその一方、消費税率のアップなど先行きの懸念材料は払拭されておらず、依然として不

透明な市場環境が続いております。

　このような中、当社は、「何よりもお客さまの利益を優先しよう。」という企業理念のもと、『全員参加型経営

の更なる推進　「客数」「買上点数」の増加に向け、変革にチャレンジ』をスローガンに掲げ、ターゲット指標を

明確にするとともに、従業員が一丸となって自己変革へのチャレンジに取り組んでまいりました。とりわけ”特異

日”と称する月初や火曜・水曜日、また”20・30がつく日”等をターゲットとし、各々月の初市や曜日市、感謝デー

等の企画において、徹底的な販売強化に取り組むとともに、既成概念の打破・”異常値”（昨年比等にこだわらな

いダイナミックな目標と実績値）作りにチャレンジしてまいりました。

　また、共通目標として取り組んだ客数と買上点数の伸びにも支えられ、当中間会計期間における既存店売上高の

対前年同期比は104.3％と堅調に推移いたしました。

 

（店舗運営）

　店舗オペレーションにおいては、前期に開店した店舗を含め新店の早期軌道化を図るため、担当店舗を固定化し

一貫した指導体制を目指したトレーナー（店舗のＯＪＴを推進する部門担当者）制度が徐々に効果を出しつつあり

ます。具体的にはパートタイマーの計画的育成のスピードアップが図られることにより、高止まり傾向にあった投

入人時のコントロールが機能し始め、懸念であった人時効率の改善に一定の成果が現れつつあります。

　また、強化すべき曜日市において品切れによる販売機会ロスを撲滅するとともに、売れ筋商品の品揃え強化を目

指した具体的取組事例を迅速に他店に水平展開を行なっております。

（商品部門別の動向）

　商品面においては、客数と買上点数にこだわる施策を継続的に推進いたしました。平日の強化策として実施して

いる均一セール企画の曜日市の中で、特に生鮮・フード部門においては、100円の均一価格にこだわった商品製造と

その提供を推進し、お客さまより一定の支持を得ることができました。また課題であるフード（惣菜・寿司・イン

ストアベーカリー）部門の強化については、特にその中でも構成比の高い惣菜部門を中心とした改革に注力し、商

品の改廃、商品分類や仕入れ形態の見直しなどを行うとともに、売れ筋商品の単品販売による露出を高める売場作

りでの改革を同時に進め、徐々にではありますが第２四半期よりその改善効果が現れつつあります。

　またイオングループのプライベートブランド”トップバリュ”商品の販売強化を進め、販促企画と連動した売場

での商品訴求を高めた結果、その売上構成比は確実に上昇し、当中間会計期間では5.4％と前年同中間会計期間の同

比4.9％、前期の同比4.9％をいずれも上回りました。

　同時に、地域の地場産品やこだわり商品の導入を継続的に進め、お客さまの品揃え要望はもちろん、店舗従業員

の商品導入提案に対し機動的に対応することで競合店との差別化を図りました。
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（店舗開発）

　店舗開発においては、新設店舗として平成18年４月に平塚市での２号店となるマックスバリュ平塚河内店（神奈

川県平塚市）を開店させる一方、既存店の活性化を目指したスクラップ・アンド・ビルド（Ｓ＆Ｂ）として７月に

マックスバリュ伊豆長岡店（静岡県伊豆の国市）、８月にマックスバリュ開成店（神奈川県足柄上郡）を新たに開

店し、より強固なドミナントエリアの構築に努めました。同時に、下期の開店に向け５月にヤオハン下田銀座店（静

岡県下田市）、７月にヤオハン熱函店（静岡県田方郡）及び８月にヤオハン富士岡店（静岡県御殿場市）をそれぞ

れ閉鎖いたしました。

　その結果、当中間会計期間末における店舗数は50店舗（静岡県39店舗、神奈川県８店舗、愛知県１店舗及び山梨

県２店舗）となりました。

当中間会計期間に開設した新店３店舗

店名 所在地 開店日 営業時間

ＭＶ平塚河内店 神奈川県平塚市 平成18年４月14日 24時間営業

ＭＶ伊豆長岡店 （Ｓ＆Ｂ） 静岡県伊豆の国市 平成18年７月１日 24時間営業

ＭＶ開成店 （Ｓ＆Ｂ） 神奈川県足柄上郡 平成18年８月３日 9時～24時

※ＭＶは、マックスバリュの略であります。

　これらの結果、当中間会計期間の業績は以下のとおりとなりました。

売上高 49,757,199千円 （対前年同期比 119.1％）

営業利益 2,297,733千円 （　　　同 130.4％）

経常利益 2,320,012千円 （　　　同 130.6％）

中間純利益 1,383,628千円 （　　　同 119.0％）

　

(2）財政状態

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、新店開設に伴う有形固定資産の取得や

余資運用に係る優先出資証券参加権の取得による支出等がありましたが、営業規模の拡大による収入増があり、前事

業年度末に比べ1,049,438千円増加し、12,846,864千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、前中間会計期間末に比べ447,229千円増加し4,788,762千円となりました。

　これは主として、営業規模の拡大により税引前中間純利益が617,243千円増加したことなどによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は、前中間会計期間末に比べ701,693千円減少し3,408,607千円となりました。

　これは主として、優先出資証券参加権の取得による支出2,000,000千円があったものの、当中間会計期間における新

店の開設等が３店舗と前中間会計期間の６店舗より減少したことにより、有形固定資産の取得による支出が1,732,625

千円減少したことなどによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は330,716千円となりました。

　これは配当金の支払等によるものです。
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キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成17年２月期 平成18年２月期 平成18年８月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 74.2 72.5 71.0 74.0 71.2

時価ベースの自己資本比率（％） 94.4 87.2 81.0 95.9 85.9

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍）
－ － － － －

　（注）１．各指標は下記の基準で算出しております。

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

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。

ただし、平成18年２月期末については、平成18年３月１日に株式分割が行われており、期末株価終値が権利

落ち後の株価となっているため、当該株式分割後の発行済株式数により算出しております。 

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

債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、有利子負債及び利払いの実績がないため、記載し

ておりません。

(3) 通期の見通し

　通期の見通しにつきましては、新内閣への期待感や更なる景気回復議論等により、消費意欲の高まりも期待され

ますが、その一方で長引く原油高騰による価格への転嫁など、家計を圧迫する要因の増加に対する不安が払拭でき

ない状況が続くものと予測されます。

　このような経営環境の中で、当社は下半期におきましては、引き続き客数と買上点数の増加を主たるテーマとし、

商品力の強化と連動した荒利率の向上、地産地消への取組強化とともに、フード部門における「出来立て」訴求に

向けた仕組み作りとその定着化に取り組み、収益基盤の更なる強化を目指してまいります。このような取り組みと

併行し、店舗計画におきましては、新規に４店舗（うちスクラップ・アンド・ビルド３店舗）の開設を予定すると

ともに、収益の基盤である既存店の更なる強化に向け、次期のスクラップ・アンド・ビルドを想定して閉鎖を１店

舗計画しております。

　以上の結果、通期の業績につきましては、下半期における上記取組みを確実に具現化させるとともに、中間期の

業績結果を踏まえ、当初見通しを上方修正し、売上高994億円、営業利益46億円、経常利益47億円、当期純利益27億

円を見込んでおります。

　また、平成18年８月25日に新たに設立した子会社ジョイフル東海株式会社が静岡市を中心とする５店舗のスーパー

マーケット事業等を10月16日に譲受ける予定であり、その結果、連結対象となる同社の業績を反映した連結業績見

通しは、売上高1,015億円、営業利益44億円、経常利益45億円、当期純利益25億円を見込んでおります。

(4）事業等のリスク

　通期の見通しにつきましては、景気の回復による個人所得の緩やかな増加など個人消費に好影響を及ぼす事象も見

受けられますが、食品スーパーにとっては、同業はもとより「食」をとりまく異業種からの参入はますます増加し、

競争環境は厳しくなることが予想されます。

　このような経営環境の中で、当社は、下半期におきましては、①火曜市の徹底強化と品切れ対策による客数増加、

②生鮮フード部門の強化などによる荒利率の安定確保、③とりわけ新店におけるローコストオペレーション運営の早

期軌道化に向けての仕組み作りの３項目を重点課題とするとともに、それぞれの店が輝きを放ち、地域のお客さまに

「あてにされる店」となるため、安全・安心な商品の提供やサービスレベルの向上を図り、同時に店舗オペレーショ

ンの改善による生産性の向上に引き続き取り組んでまいります。
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４．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８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 12,166,437 13,346,864  12,797,425

２．売掛金 16,235 20,938  14,312

３．たな卸資産 1,311,588 1,541,445  1,518,189

４．繰延税金資産 1,921,246 2,043,673  1,848,723

５．その他 873,714 979,945  792,023

貸倒引当金 △1,300 －  －

流動資産合計 16,287,923 40.7 17,932,867 40.8 1,644,944 16,970,674 41.4

Ⅱ　固定資産  

(1)有形固定資産  

１．建物 ※１ 6,690,962 7,246,456  7,150,663

２．土地 5,003,973 4,992,168  5,004,853

３．その他 ※１ 2,849,922 3,281,761  2,864,651

計 14,544,857 15,520,386 975,528 15,020,168

(2)無形固定資産 119,697 177,254 57,556 183,773

(3)投資その他の資産  

１．投資有価証券 1,349,775 1,483,806  1,525,708

２．関係会社株式 － 10,000  －

３．優先出資証券参加権 ※２ － 2,000,000  －

４．繰延税金資産 4,952,300 3,456,095  4,528,011

５．差入保証金 2,677,724 2,532,965  2,566,825

６．その他 659,193 1,117,133  424,297

貸倒引当金 △551,533 △240,024  △259,761

計 9,087,461 10,359,976 1,272,515 8,785,080

固定資産合計 23,752,016 59.3 26,057,616 59.2 2,305,600 23,989,022 58.6

資産合計 40,039,940 100.0 43,990,484 100.0 3,950,544 40,959,697 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 5,425,524 6,306,285  4,957,660

２．未払金 1,879,383 1,355,158  1,123,287

３．未払法人税等 48,324 92,787  97,389

４．賞与引当金 470,429 534,687  337,735

５．役員賞与引当金 － 12,000  －

６．閉店損失引当金 30,184 9,375  43,864

７．その他 942,816 1,245,882  1,063,707

流動負債合計 8,796,662 21.9 9,556,176 21.7 759,514 7,623,645 18.6

Ⅱ　固定負債  

１．退職給付引当金 2,427,240 2,578,411  2,525,146

２．役員退職慰労引当金 38,400 52,209  46,188

３．その他 367,682 474,103  437,712

固定負債合計 2,833,323 7.1 3,104,724 7.1 271,401 3,009,047 7.4

負債合計 11,629,985 29.0 12,660,901 28.8 1,030,915 10,632,692 26.0
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前中間会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

対前中間期比
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金 －  2,167,850 4.9  －  

２．資本剰余金        

 (1)資本準備金 －  2,893,374   －  

   資本剰余金合計 －  2,893,374 6.6  －  

３．利益剰余金        

 (1)その他利益剰余金        

　　　任意積立金 －  24,000,000   －  

　　　繰越利益剰余金 －  1,920,849   －  

　利益剰余金合計 －  25,920,849 58.9  －  

４．自己株式 －  △4,152 △0.0  －  

株主資本合計 －  30,977,921 70.4  －  

Ⅱ　評価・換算差額等        

　１．その他有価証券評価差
額金

－  351,661 0.8  －  

　　評価・換算差額等合計 －  351,661 0.8  －  

純資産合計 －  31,329,583 71.2  －  

負債及び純資産合計 －  43,990,484 100.0  －  

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 2,167,850 5.4 － －  2,167,850 5.3

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 2,893,374 －  2,893,374

資本剰余金合計 2,893,374 7.2 － －  2,893,374 7.1

Ⅲ　利益剰余金  

１．任意積立金 21,000,000 －  21,000,000

２．中間（当期）未処分利
益

2,198,236 －  3,889,085

利益剰余金合計 23,198,236 58.0 － －  24,889,085 60.7

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

150,493 0.4 － －  376,694 0.9

資本合計 28,409,954 71.0 － －  30,327,004 74.0

負債・資本合計 40,039,940 100.0 － －  40,959,697 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 41,790,083 100.0 49,757,199 100.0 7,967,115 87,431,750 100.0

Ⅱ　売上原価 31,027,628 74.2 37,031,935 74.4 6,004,306 64,713,715 74.0

売上総利益 10,762,455 25.8 12,725,264 25.6 1,962,809 22,718,035 26.0

Ⅲ　その他の営業収
入

1,726,062 4.1 1,956,509 3.9 230,447 3,593,684 4.1

営業総利益 12,488,517 29.9 14,681,774 29.5 2,193,256 26,311,720 30.1

Ⅳ　販売費及び　一
般管理費

10,727,021 25.7 12,384,040 24.9 1,657,019 22,331,990 25.5

営業利益 1,761,496 4.2 2,297,733 4.6 536,237 3,979,729 4.6

Ⅴ　営業外収益 ※１ 16,338 0.0 30,888 0.1 14,549 32,857 0.0

Ⅵ　営業外費用 ※２ 1,082 0.0 8,610 0.0 7,528 9,017 0.0

経常利益 1,776,753 4.2 2,320,012 4.7 543,258 4,003,568 4.6

Ⅶ　特別利益 ※３ 356,289 0.9 50,917 0.1 △305,372 603,481 0.7

Ⅷ　特別損失
※
4,5

421,153 1.0 41,796 0.1 △379,357 612,250 0.7

税引前中間
（当期）純利
益

1,711,889 4.1 2,329,133 4.7 617,243 3,994,799 4.6

法人税、住民
税及び事業税

43,490 52,057  85,246

法人税等調整
額

506,005 549,495 1.3 893,447 945,505 1.9 396,009 1,056,311 1,141,557 1.3

中間（当期）
純利益

1,162,393 2.8 1,383,628 2.8 221,234 2,853,241 3.3

前期繰越利益 1,035,843 －   1,035,843

中間（当期）
未処分利益

2,198,236 －   3,889,085
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(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３月１日　至 平成18年８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

合計資本準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計
任意積立金

繰越利益

剰余金

平成18年２月28日　残高

 （千円）
2,167,850 2,893,374 21,000,000 3,889,085 24,889,085 － 29,950,309

中間会計期間中の変動額        

　平成18年５月定時株主総会に

おける利益処分項目（注）
  3,000,000 △3,351,864 △351,864  △351,864

　中間純利益    1,383,628 1,383,628  1,383,628

　自己株式の取得      △4,152 △4,152

　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　　　　　　（千円）
－ － 3,000,000 △1,968,235 1,031,764 △4,152 1,027,611

平成18年８月31日　残高

 （千円）
2,167,850 2,893,374 24,000,000 1,920,849 25,920,849 △4,152 30,977,921

  

 

評価・換算

差額等
純資産合計

その他有価証券

評価差額金

平成18年２月28日　残高

 （千円）
376,694 30,327,004

中間会計期間中の変動額   

　平成18年５月定時株主総会に

おける利益処分項目（注）
 △351,864

　中間純利益  1,383,628

　自己株式の取得  △4,152

　株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動額（純

額）

△25,032 △25,032

中間会計期間中の変動額

合計　　　　　　（千円）
△25,032 1,002,579

平成18年８月31日　残高

 （千円）
351,661 31,329,583

（注）平成18年５月定時株主総会における利益処分項目は次のとおりであります。

　　　　利益処分額

　　　　1.配当金　　　　　　326,564千円 

　　　　2.役員賞与　　　　　 25,300千円 

　　　　3.任意積立金 

　　別途積立金　　 3,000,000千円 

　　　　　　合計　　　　　3,351,864千円 
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税引前中間（当期）
純利益

1,711,889 2,329,133  3,994,799

減価償却費 700,837 805,118  1,549,892

減損損失 365,943 12,199  477,416

貸倒引当金の増加又
は減少（△）額

△33,413 △19,737  △326,485

賞与引当金の増加額 172,674 196,952  39,980

役員賞与引当金の増
加額

－ 12,000  －

退職給付引当金の増
加額

78,626 53,264  176,532

役員退職慰労引当金
の増加額

2,025 6,021  9,813

閉店損失引当金の増
加又は減少（△）額

△54,148 △34,488  △40,469

受取利息及び受取配
当金

△4,840 △18,446  △9,793

固定資産売却益 － △4,617  △5

固定資産除却損 2,199 5,980  27,965

売上債権の増加額 △3,876 △6,625  △1,953

たな卸資産の増加額 △93,446 △23,256  △300,047

その他の資産の減少
又は増加（△）額

△125,423 △187,493  △189,337

仕入債務の増加額 1,318,120 1,348,625  850,255

その他の負債の増加
額

367,937 371,568  472,574

役員賞与の支払額 △22,500 △25,300  △22,500

その他 △213,186 28,101  △136,352

小計 4,169,419 4,848,999 679,580 6,572,287

利息及び配当金の受
取額

3,710 19,129  14,979

法人税等の支払額 △105,635 △84,989  △106,041

償却済債権等の回収
による収入

274,037 5,621  370,369

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

4,341,533 4,788,762 447,229 6,851,594
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前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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

－ △700,000  －

定期預金の払戻によ
る収入

－ 500,000  －

有価証券の償還によ
る収入

9,549 －  85,941

有形固定資産の取得
による支出

△2,953,236 △1,220,611  △4,985,064

有形固定資産の売却
による収入

－ 17,302  9,580

無形固定資産の取得
による支出

△43,073 △21,798  △136,323

投資有価証券の取得
による支出

△992,118 －  △992,118

敷金保証金の差入に
よる支出

△153,161 △51,681  △197,489

敷金保証金の返還に
よる収入

81,449 84,433  228,343

優先出資証券参加権
の取得による支出

－ △2,000,000  －

その他 △59,708 △16,252  △2,243

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△4,110,300 △3,408,607 701,693 △5,989,374

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

配当金の支払額 △291,575 △326,564  △291,575

その他 － △4,152  －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△291,575 △330,716 △39,141 △291,575

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加又は減少（△）額

△60,342 1,049,438 1,109,781 570,645

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

11,226,780 11,797,425 570,645 11,226,780

Ⅵ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※１ 11,166,437 12,846,864 1,680,426 11,797,425
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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

項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1)有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1)有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1)有価証券

満期保有目的の債券

同左

 

 

子会社株式

移動平均法による原価法 

 

 

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

　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

　決算日現在の市場価格等に

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）たな卸資産

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

(2)たな卸資産

商品

　　　　同左

(2)たな卸資産

商品

同左

貯蔵品

　最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

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。

建物

（建物）　　　　34年～39年

（建物附属設備）３年～18年

構築物　　　　　６年～40年

車両運搬具　　　２年～６年

器具備品　　　　２年～20年

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウエアについ

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

(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

長期前払費用

　定額法

(3）投資その他の資産

長期前払費用

同左

(3）投資その他の資産

長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失

に備え、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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員及びフレックス社員

（パートタイマー）の賞与の支給

に備え、将来の支給見込額のうち

当中間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

　従業員及びフレックス社員

（パートタイマー）の賞与の支給

に備え、将来の支給見込額のうち

当事業年度の負担額を計上してお

ります。

(3）　　　　－－

　

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。

(3）　　　　－－

　

(4）閉店損失引当金

　店舗閉店に伴い発生する損失に

備え、店舗閉店により合理的に見

込まれる中途解約金及び原状回復

費等の閉店関連損失見込額を計上

しております。

(4）閉店損失引当金

同左

(4) 閉店損失引当金

同左

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え、当事

業年度末における退職給付債務の

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

る額を計上しております。

　なお、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。

(5）退職給付引当金

同左

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え、当事

業年度末における退職給付債務の

見込額に基づき計上しております。

　なお、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。

(6）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え、

内規に基づく中間会計期間末要支

給額の全額を計上しております。

(6）役員退職慰労引当金

同左

(6）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え、

内規に基づく期末要支給額の全額

を計上しております。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

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

会計処理によっております。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（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か月以内に

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

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

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺の上、流動負債の「その

他」に含めて計上しております。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

「固定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日）及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６

号 平成15年10月31日）が平成16年３月31日以

降に終了する事業年度に係る財務諸表から適

用できることになったことに伴い、当中間会

計期間から同会計基準及び同適用指針を適用

しております。

これにより従来と比較して、営業利益及び

経常利益は27,604千円増加し、税引前中間純

利益が241,749千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おります。

（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）を適用しております。これにより従来

と比較して、販売費及び一般管理費が12,000

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益が、それぞれ12,000千円減少して

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。

　これによる当中間会計期間の損益に与える

影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は31,329,583千円であります。

　また、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おります。

（固定資産の減損に係る会計基準）

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日）及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）が平成16年３月31日以降に終了す

る事業年度に係る財務諸表から適用できるこ

とになったことに伴い、当事業年度から同会

計基準及び同適用指針を適用しております。

これにより従来と比較して、営業利益及び

経常利益は69,470千円増加し、税引前当期純

利益が222,747千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

から直接控除しております。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年 3月 1日

至　平成17年 8月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年 3月 1日

至　平成18年 8月31日）

（中間貸借対照表）

1. 前中間会計期間まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示し

ておりました投資有価証券は、重要性が増したため、当中間会計期

間より区分掲記しております。なお、前中間会計期間の投資有価証

券は384,582千円であります。

2. 前中間会計期間まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりま

した未払金は、重要性が増したため、当中間会計期間より区分掲記

しております。なお、前中間会計期間の未払金は662,710千円であり

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８月31日）

当中間会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度末
（平成18年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

4,580,946千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         5,663,605千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

         5,058,630千円

※２　　　　　　　－－ 

 

※２　イオン株式会社との契約にもとづく優

先出資証券の元本及び配当を受領する権利

に係る参加権であります。 

※２　　　　　　　－－ 

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

保険金収入 6,909千円

受取利息 3,392千円

受取利息   10,119千円

受取配当金 8,327千円

保険金収入 7,850千円

受取利息   9,783千円

受取配当金 10千円

保険金収入 8,228千円

※２　　　　　－－　 ※２　営業外費用のうち主要なもの　 ※２　営業外費用のうち主要なもの　

   株式分割費用 3,026千円  株式分割費用 2,418千円 

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　　　　　－－　 ※３　特別利益のうち主要なもの

償却済債権等回収益 339,476千円   償却済債権等回収益 370,369千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　　　　　－－ ※４　特別損失のうち主要なもの

減損損失 365,943千円     減損損失 477,416千円

※５　減損損失 ※５　減損損失 ※５　減損損失

当中間会計期間において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しております。

当中間会計期間において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しております。

当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しております。

用途 場所

種類及び減損損失

建物 構築物
器具備
品

その他 合計

店舗

下田銀座
店
(静岡県
下田市)

30,879 1,505 7,767 2,549 42,702

店舗

MV沼津松
沢店
(静岡県
沼津市)

131,64
9

39,272 27,786 4,361
203,07

0

店舗

長岡店
(静岡県
伊豆の国
市)

49,751 4,206 7,099 3,489 64,546

店舗
開成店
(神奈川県
足柄上郡)

36,399 4,863 9,190 4,408 54,862

遊休
資産

裾野千福
物件
(静岡県
裾野市)

－ － － 763 763

合計
248,68

0
49,847 51,843 15,572

365,94
3

用途 場所

種類及び減損損失

建物 構築物
器具備
品

その他 合計

店舗
富士岡店
(静岡県
御殿場市)

5,612 966 3,946 1,674 12,199

合計 5,612 966 3,946 1,674 12,199

用途 場所

種類及び減損損失

建物 構築物
器具備
品

その他 合計

店舗

下田銀座
店
(静岡県
下田市)

30,879 1,505 7,767 2,549 42,702

店舗

MV沼津松
沢店
(静岡県
沼津市)

131,64
9

39,272 27,786 4,361
203,07

0

店舗

長岡店
(静岡県
伊豆の国
市)

49,751 4,206 7,099 3,489 64,546

店舗
熱函店
(静岡県
田方郡)

90,368 2,760 12,938 5,406
111,47

3

店舗

開成店
(神奈川
県足柄上
郡)

36,399 4,863 9,190 4,408 54,862

遊休
資産

裾野千福
物件
(静岡県
裾野市)

－ － － 763 763

合計
339,04

8
52,608 64,781 20,978

477,41
6

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として店舗及び賃貸不動産を基礎とし、ま

た遊休資産については物件毎にグルーピングし

ております。

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として店舗及び賃貸不動産を基礎とし、ま

た遊休資産については物件毎にグルーピングし

ております。

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として店舗及び賃貸不動産を基礎とし、ま

た遊休資産については物件毎にグルーピングし

ております。
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前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

営業活動から生ずる損益が継続してマイナス

又は継続してマイナスとなる見込みである店舗

の資産グループ、閉店の意思決定をした店舗の

資産グループ及び市況の変化に伴い市場価格の

著しく下落した遊休資産について、その帳簿価

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。

なお、資産グループの回収可能価額は正味売

却価額または使用価値により測定しております。

正味売却価額は、土地については重要性が乏し

いため固定資産税評価額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取引事例等

を勘案した合理的な見積も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8.5％で割り引いて算定しております。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナス

又は継続してマイナスとなる見込みである店舗

の資産グループ、閉店の意思決定をした店舗の

資産グループ及び市況の変化に伴い市場価格の

著しく下落した遊休資産について、その帳簿価

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。

なお、資産グループの回収可能価額は正味売

却価額または使用価値により測定しております。

正味売却価額は、土地については重要性が乏し

いため固定資産税評価額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取引事例等

を勘案した合理的な見積も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9.3％で割り引いて算定しております。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナス

又は継続してマイナスとなる見込みである店舗

の資産グループ、閉店の意思決定をした店舗の

資産グループ及び市況の変化に伴い市場価格の

著しく下落した遊休資産について、その帳簿価

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。

なお、資産グループの回収可能価額は正味売

却価額または使用価値により測定しております。

正味売却価額は、土地については重要性が乏し

いため固定資産税評価額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取引事例等

を勘案した合理的な見積も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8.5％で割り引いて算定しております。

６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額

有形固定資産 644,052千円

無形固定資産 40,931千円

有形固定資産  756,700千円

無形固定資産 28,317千円

有形固定資産  1,441,649千円

無形固定資産 73,981千円

（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３月１日　至　平成18年８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）

 発行済株式     

 　普通株式（注） 11,663,000 5,831,500 － 17,494,500

 　　　合計 11,663,000 5,831,500 － 17,494,500

 自己株式     

 　普通株式（注） － 1,953 － 1,953

 　　　合計 － 1,953 － 1,953

（注）発行済株式の増加は取締役会決議に基づく株式分割に伴うものであり、自己株式の増加は単元未満株式の買取によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払金額

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５月25日

定時株主総会
 普通株式 326,564 28  平成18年２月28日  平成18年５月25日

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末の翌日以降となるもの

　　　該当事項はありません。

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係

（平成17年８月31日現在） （平成18年８月31日現在） （平成18年２月28日現在）

現金及び預金 12,166,437千円

預入れ期間が３ヶ月を超

える定期預金
△1,000,000千円

現金及び現金同等物 11,166,437千円

現金及び預金 13,346,864千円

預入れ期間が３ヶ月を超

える定期預金
  △500,000千円

現金及び現金同等物 12,846,864千円

現金及び預金 12,797,425千円

預入れ期間が３ヶ月を超

える定期預金
△1,000,000千円

現金及び現金同等物 11,797,425千円
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

（借手側） （借手側） （借手側）

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

(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

(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

(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

当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
(千円)

器具
備品

568,069 331,746 14,131 222,191

車両
運搬
具

32,103 6,154 － 25,948

合計 600,172 337,901 14,131 248,139

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
(千円)

器具
備品

522,806 354,554 20,976 147,275

車両
運搬
具

69,866 22,432 － 47,434

合計 592,673 376,986 20,976 194,709

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

減損損
失累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額

(千円)

器具
備品

608,242 386,446 19,537 202,258

車両
運搬
具

43,954 12,449 － 31,504

合計 652,196 398,896 19,537 233,762

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

１年内 109,758千円

１年超 159,945千円

合計 269,704千円

リース資産減損勘

定の残高
11,288千円

１年内    94,870千円

１年超  127,407千円

合計   222,277千円

リース資産減損勘

定の残高
    8,899千円

１年内  118,233千円

１年超 142,014千円

合計 260,247千円

リース資産減損

勘定の残高
   11,882千円

(3)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、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、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

支払リース料 58,378千円

リース資産減損勘定

の取崩額
2,843千円

減価償却費相当額 51,737千円

支払利息相当額 3,704千円

減損損失 14,131千円

支払リース料  67,843千円

リース資産減損勘定

の取崩額
  4,421千円

減価償却費相当額   59,069千円

支払利息相当額   3,037千円

減損損失  1,439千円

支払リース料   123,994千円

リース資産減損勘定

の取崩額
7,655千円

減価償却費相当額 108,261千円

支払利息相当額 7,343千円

減損損失 19,537千円

(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。

(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。

(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 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料

１年内 1,352,616千円

１年超 10,779,800千円

合計 12,132,416千円

１年内  1,743,791千円

１年超 13,818,461千円

合計 15,562,252千円

１年内 1,533,172千円

１年超 12,343,373千円

合計 13,876,546千円
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成17年８月31日）

１．満期保有目的の有価証券で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

国債・地方債等 991,759 991,928 168

合計 991,759 991,928 168

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 62,049 308,016 245,966

(2)債券

国債・地方債等 76,392 80,000 3,608

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 138,441 388,016 249,574

　（注）　減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度

下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

３．時価のない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 50,000

当中間会計期間末（平成18年８月31日）

１．満期保有目的の有価証券で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

国債・地方債等 990,990 986,282 △4,708

合計 990,990 986,282 △4,708

２．当中間会計期間末において、子会社株式で時価のあるものはありません

３．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 62,047 442,816 380,768

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 62,047 442,816 380,768

　（注）　減損処理にあたっては、中間会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度

下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

４．時価のない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  
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中間貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 50,000
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前事業年度末（平成18年２月28日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

国債・地方債等 991,378 986,874 △4,504

合計 991,378 986,874 △4,504

 

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 62,047 484,330 422,282

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 62,047 484,330 422,282

　（注）　減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落

した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

３．時価評価のない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 50,000

（デリバティブ取引関係）

　当社は、前中間会計期間（自平成17年３月１日　至平成17年８月31日）、当中間会計期間（自平成18年３月１日

　至平成18年８月31日）及び前事業年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）とも、デリバティブ取引を

全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（持分法損益等）

　前中間会計期間（自平成17年３月１日　至平成17年８月31日）、当中間会計期間（自平成18年３月１日　至平成

18年８月31日）及び前事業年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）とも、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１株当たり純資産額 2,435円90銭

１株当たり中間純利益

金額
99円67銭

１株当たり純資産額 1,791円02銭

１株当たり中間純利益

金額
79円10銭

１株当たり純資産額 2,598円11銭

１株当たり当期純利益

金額
242円47銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　当社は、平成18年３月１日付で普通

株式１株につき1.5株の株式分割を行っ

ております。

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報につい

ては、それぞれ以下のとおりとなりま

す。なお、前中間会計期間及び前事業

年度のいずれにおいても潜在株式は存

在しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

 前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額１株当たり純資産額

 1,623円94銭  1,732円07銭

 １株当たり中間純

利益

 １株当たり当期純

利益

 66円44銭  161円65銭

 

 

 

  

 

 

 

 

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

中間（当期）純利益（千円） 1,162,393 1,383,628 2,853,241

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － 25,300

（うち利益処分による役員賞与金） (　－) (　－) (25,300)

普通株式に係る中間（当期）純

利益金額（千円）
1,162,393 1,383,628 2,827,941

期中平均株式数（株） 11,663,000 17,493,227 11,663,000

（重要な後発事象）

前中間会計期間（自平成17年３月１日　至平成17年８月31日）

　　該当事項はありません。

当中間会計期間（自平成18年３月１日　至平成18年８月31日）

　当社は、平成18年９月25日開催の取締役会決議に基づき、民事再生会社株式会社東海マート及び民事再生会社

株式会社プラスワンからの事業の譲受を目的として平成18年８月25日に設立した100％子会社ジョイフル東海株式

会社が、運転資金を金融機関から借り入れることに対し、保証極度額12億円につき連帯保証をいたしました。ま

た、同取締役会において、平成18年10月16日に予定されている当該事業の譲受資金を同社に貸し付けることが決

議されました。

　なお、当該事業の譲受につきましては、平成18年９月11日開催の取締役会決議に基づき事業譲渡契約が同日締

結されております。 

－ 25 －



前事業年度（自平成17年３月１日　至平成18年２月28日）

　株式の分割

　平成17年12月22日開催の取締役会決議により、平成18年２月28日現在の株主に対し平成18年３月１日をもって

普通株式１株につき1.5株の割合で株式分割（無償交付）を行っております。

　配当起算日は平成18年３月１日であります。

　これにより、普通株式が5,831,500株増加し、発行済株式総数は17,494,500株に増加しております。

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報及び当期首に行われた

仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。

　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。

前事業年度 当事業年度

 １株当たり純資産額　　　　　　1,571円96銭  １株当たり純資産額　　　　　　1,732円07銭

 １株当たり当期純利益　　　　　  174円16銭  １株当たり当期純利益　　　　　  161円65銭
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５．仕入及び売上の状況
(1）仕入実績

部門別

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

青果 4,207,705 13.5 5,187,817 14.0 8,845,224 13.6

鮮魚 2,904,474 9.3 3,357,695 9.1 6,124,419 9.4

精肉 2,348,485 7.6 2,763,183 7.5 4,962,771 7.6

フード 2,611,776 8.4 3,091,577 8.3 5,451,270 8.4

デイリー 7,344,411 23.6 8,733,621 23.6 15,194,127 23.4

グロッサリー 9,137,874 29.3 10,918,150 29.4 18,999,215 29.2

食品計 28,554,727 91.7 34,052,044 91.9 59,577,029 91.6

衣料 140,466 0.5 120,861 0.3 279,499 0.4

住居関連 2,259,253 7.2 2,710,400 7.3 4,806,329 7.4

ノンフーズ計 2,399,720 7.7 2,831,262 7.6 5,085,828 7.8

その他 191,928 0.6 186,377 0.5 383,640 0.6

合計 31,146,376 100.0 37,069,684 100.0 65,046,498 100.0

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．上記の金額は、他勘定振替高を含んでおります。

３．フード部門とは、惣菜、寿司、ベーカリー等であります。

４．その他の仕入は、催事等に係る仕入であります。

－ 27 －



(2）売上実績

部門別

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

青果 5,280,411 12.6 6,421,754 12.9 11,142,981 12.7

鮮魚 3,959,657 9.5 4,593,531 9.2 8,378,012 9.6

精肉 3,270,754 7.8 3,918,402 7.9 6,994,323 8.0

フード 4,874,986 11.7 5,725,359 11.5 10,141,911 11.6

デイリー 10,024,415 24.0 11,906,418 23.9 20,775,668 23.8

グロッサリー 11,205,848 26.8 13,406,617 27.0 23,362,958 26.7

食品計 38,616,074 92.4 45,972,083 92.4 80,795,856 92.4

衣料 200,557 0.5 178,718 0.3 387,594 0.5

住居関連 2,741,974 6.5 3,371,255 6.8 5,798,234 6.6

ノンフーズ計 2,942,532 7.0 3,549,973 7.1 6,185,828 7.1

その他 231,477 0.6 235,142 0.5 450,066 0.5

合計 41,790,083 100.0 49,757,199 100.0 87,431,750 100.0

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．その他の売上は、催事等の売上であります。

３．地区別の売上高実績及び構成比は、次のとおりであります。

前中間会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

期末
店舗数

売上高
（千円）

構成比
（％）

期末
店舗数

売上高
（千円）

構成比
（％）

期末
店舗数

売上高
（千円）

構成比
（％）

静岡県伊豆地区計 11 9,140,138 21.9 9 8,663,859 17.4 10 17,972,151 20.5

静岡県東部地区計 14 12,560,849 30.1 15 15,090,007 30.3 16 25,937,952 29.7

静岡県中部地区計 3 2,315,070 5.5 4 3,404,680 6.9 4 6,049,663 6.9

静岡県西部地区計 11 8,575,308 20.5 11 10,219,057 20.5 11 17,394,470 19.9

静岡県計 39 32,591,366 78.0 39 37,377,605 75.1 41 67,354,238 77.0

神奈川県西部地区計 6 7,120,939 17.0 8 9,188,486 18.5 6 15,014,694 17.2

愛知県計 1 264,037 0.6 1 1,227,424 2.5 1 1,415,995 1.6

山梨県計 2 1,732,993 4.2 2 1,902,616 3.8 2 3,507,861 4.0

本部等 － 80,748 0.2 － 61,065 0.1 － 138,960 0.2

合計 48 41,790,083 100.0 50 49,757,199 100.0 50 87,431,750 100.0
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