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中間決算取締役会開催日　平成18年10月13日 
親会社等の名称 相模鉄道株式会社(コード番号:9003)親会社等における当社の議決権所有比率 53.37％
米国会計基準採用の有無　　　無
１. 18年８月中間期の連結業績 (平成18年３月１日 ～平成18年８月31日)
(1)連結経営成績(売上高は営業収入を含んでおり、又、記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

売   上   高 営　業　利　益 経　常　利　益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年８月中間期 46,454 △4.4 547 55.6 393 51.1
17年８月中間期 48,610 △2.0 351 △8.0 260 △9.2
18年２月期 95,975 820 611

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(当期)純利益

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭　　

18年８月中間期 113 72.4 3  95 ─
17年８月中間期 65 △24.1 2　29 ─

18年２月期 232 8  10 ─
(注) ①持分法投資損益 18年８月中間期 ─  17年８月中間期 ─  18年２月期 ─  

②期中平均株式数(連結)18年８月中間期 28,631,045株 17年８月中間期 28,635,623株 18年２月期 28,634,770株
③会計処理の方法の変更 有
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８月中間期 46,327 11,744 24.7 399  51
17年８月中間期 48,386 11,779 24.4 411  36

18年２月期 46,967 11,417 24.3 398  77
(注)期末発行済株式数(連結) 18年８月中間期 28,630,288株 17年８月中間期 28,634,406株 18年２月期 28,632,906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８月中間期 1,887 △151 △1,437 5,225
17年８月中間期 1,997 △390 △794 5,766

18年２月期 1,966 △365 △1,628 4,926

(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  5社   持分法適用非連結子会社数　0社   持分法適用関連会社数　0社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結(新規)  0社  (除外)  0社   持分法(新規)  0社  (除外)　0社

２. 19年２月期の連結業績予想  (平成18年３月１日 ～平成19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 93,400 680 240
(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）  ８円38銭
※上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画の基となる前提、予測を含んで記載しております。実

際の業績は、今後様々な要因によって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、添付資料の６ページの(2)を参照してください。
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１．企業集団の状況

当社グループは、当社及び子会社５社で構成され、子会社は全て連結されております。又、当社の企

業集団は親会社である相模鉄道㈱を中心とした相鉄グループにも属しております。事業としては、食料

品他小売業を主に、その他の事業として映画興行、飲食店、広告代理業務、不動産賃貸業等を展開して

おります。

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

事業の種類別セグメントと同一の区分であります。

食料品他小売業　当社は、食料品を中心としたスーパーマーケット及びレディースファッション専門

店を展開しております。当社がスーパーマーケットで販売している商品のうち、店

頭販売、生花販売を㈱相商に、焼きたてパンの製造販売を㈱葉山ボンジュールに、

精肉、総菜及び鮮魚の一部の販売を相栄フーズ㈱にそれぞれ委託しております。

その他の事業　　当社は、109シネマズＭＭ横浜の映画興行への出資及びスーパーマーケット店舗内を

中心にテナントとの賃貸借契約による不動産賃貸業を展開しております。相鉄フー

ドサービス㈱は、レストラン、喫茶店等の飲食店を経営しており、当社は、ファー

ストフード等を同社に委託しております。㈱相販は宝くじの販売、広告代理業務等

を行っております。

 

事業の系統図は、次のとおりであります。
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２．経営方針

１．経営の基本方針

　当社グループは、スーパーマーケットを中心に、レディースファッション専門店及びスーパーマーケッ

トに附属する生花、ファーストフード、ベーカリー等の小売業と、映画興行、レストラン経営、広告、

宝くじ販売、不動産賃貸等の事業で構成されております。

　当社グループは、「ゆたかな生活へのかけ橋」をモットーにして、事業を通じて地域の皆様のゆたか

な生活づくりに奉仕してまいります。お客様の立場に立った考え方と行動を徹底し、お客様に心から喜

んでいただける商品、サービスを継続的に提供することに努めております。

  経営の基本理念は、「市民生活に密着する事業を通じて社会に貢献する」ことであり、そのために「お

客様第一主義」を基本とし、「独創的で活力のある経営、人を生かす経営」を実践することであります。

あわせて、時流やお客様のニーズを捉えながら、商品の安全性や質的向上を図るとともに、地球環境保

全活動に積極的に参画し、健康で快適な暮らしをサポートするためのさまざまな取り組みに挑戦してま

いります。

　地域の皆様に親しまれ、愛される企業として、社会的責任を果たすべく、より一層の努力を積み重ね

てまいります。

２．利益配分に関する基本方針

当社は、収益力の向上と経営基盤の拡充に努めるとともに、利益配分につきましては、業績の見通し、

将来の事業展開、配当性向、内部留保の水準等を総合的に判断しながら、今後とも、株主の皆様への長

期的に安定した配当水準の堅持を基本的な配当政策と考えております。

３．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要課題と認識しております。

投資単位の引き下げにつきましては、当社の場合、現時点での株価水準から判断して緊急性が高いと

思われませんので、今後の株価推移を見守りながら検討してまいる所存であります。

４．中長期的な会社の経営戦略

　当社グループでは、一段と厳しさを増す経営環境の中、構造改革を加速させ、その実現を推進すると

ともに、経営の基本方針に則り時流適応業としての使命を果たし、県下ナンバーワン・チェーンとなる

ことにより、持続的な成長と発展を図ってまいります。

　(1)スーパーマーケット業の既存店の活性化を目的とした効果的な投資の実施及び小型店運営の抜本的

な見直しを推進いたします。

　(2)不採算店舗のスクラップと店舗網の拡充強化に向けたビルドに努めてまいります。

  (3)ローコスト経営の具体的な仕組み作りと実践に取り組んでまいります。

  (4)人材開発と育成のプランを導入し、次世代における競争力の確保に努めてまいります。

  (5)ＦＳＰ（お客様の購買金額に応じた特典の提供と購買行動の把握・分析により、固定客化を推進す

るサービスプログラム）のプロモーション強化と、積極的な販売促進策の展開に努めてまいります。

  (6)ＣＳ（顧客満足度）の向上を優先課題と位置付け、全社的な取り組みを継続してまいります。
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５．親会社等に関する事項

 (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名

相模鉄道株式会社 親会社 53.37％
株式会社東京証券取引所

市場第一部

 (2) 親会社等との関係

当社は、相模鉄道㈱の子会社であり、同社は、当社の株式を15,215,000株（議決権比率53.37％）

所有しております。当社の社外取締役３名及び社外監査役２名は、同社の代表取締役・取締役、同

社子会社の相鉄不動産㈱の代表取締役を兼務する人的関係にあります。

当社は、相模鉄道㈱とは、商品（バスカード）仕入等の取引を行っております。

又、同社の子会社である㈱相鉄ビルマネジメントと横浜地下街㈱との間に一部店舗の建物賃貸借

等の取引をしております。㈱相鉄ビルマネジメントから、スーパーマーケット業では当社の主力店

舗である三ツ境店、港南台店等９店舗、専門店業ではアンジェジョイナス店等４店舗及び本社事務

所を賃借しており、横浜地下街㈱から、専門店業のリリオダイヤモンド店１店舗を賃借しておりま

す。

なお、建物賃借については、近隣の取引実勢に基づいて価格決定をしております。

 (3) 親会社等から一定の独立性の確保の状況

当社は、相模鉄道㈱を中心に構成される相鉄グループにおいて、流通業の中核企業としてスー

パーマーケット事業等を展開しており、上場企業として株主価値の最大化を常に念頭において経営

を行っております。経営判断については、親会社である相模鉄道㈱と協議する場合もありますが、

基本的には当社で決定いたします。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

 (1) 当中間連結会計期間の概況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景に、設備投資の増加と雇用環境の

良化、個人消費の緩やかな増加により、景気は回復基調で推移いたしました。一方において原油価格の

高騰や金利の動向等不安定な要因も抱えております。スーパーマーケット業界におきましては、天候不

順による影響や新規出店の増加による競争激化により、厳しい状況が続きました。

このような状況の中で、当社グループは新第一次中期経営計画にもとづく構造改革として、不採算店

舗の閉鎖、コスト削減活動の推進、新人事制度の導入等、経営体質の強化に取り組みました。営業面で

は既存店の活性化と活発な販売活動を実施し、業績の向上に努めましたが、競争激化や不採算店舗の閉

鎖により、当中間連結会計期間の売上高（営業収入を含む）は464億５千４百万円（前年同期比4.4％減）

となりました。利益面におきましては、売上総利益率の良化と人件費等販管費の圧縮に努めた結果、営

業利益は５億４千７百万円（前年同期比55.6％増）、経常利益は３億９千３百万円（前年同期比51.1％

増）、中間純利益は１億１千３百万円（前年同期比72.4％増）となりました。

セグメント別の営業概況は次のとおりであります。

なお28～29ページの「セグメント情報」に記載のとおり、当中間連結会計期間より営業費用の各セグ

メントへの帰属の状況をより明らかにするため、営業費用の配分方法の変更を行なっております。以下

のセグメント別営業利益の前年同期との比較に関する記載は、変更後の配分金額との比較になっており

ます。

 

〔食料品他小売業〕

スーパーマーケット業

営業力の強化を図るために既存店活性化を４店舗で実施し、うち１店舗は営業時間の延長を行いまし

た。販売促進の強化としては、ＦＳＰウェルカムカードメンバー様60万名突破感謝祭等を実施いたしま

した。商品別には、青果部門は地場野菜の強化や相場高により、総菜部門は店舗規模別・時間帯別品揃

えの強化により順調に推移しましたが、加工食品部門の米、日配食品部門の牛乳、卵が苦戦いたしまし

た。又、天候不順により各部門季節商品の販売に影響がありました。なお、本年６月に不採算店舗の宮

下店（神奈川県相模原市）を閉鎖いたしました。

引き続く商品単価の下落、競合店の出店、店舗の閉鎖等の影響により、売上高は441億２千７百万円

（前年同期比3.4％減）となりました。

専門店業

前年に３店舗の閉鎖と３店舗の新設を行い、各店舗の差別化を図りましたが、店舗面積の縮小により、

売上高は10億３千万円（前年同期比27.2％減）となりました。
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食料品他小売業はこの結果、売上高（営業収入を含む）は451億５千８百万円（前年同期比4.2％減）

となりましたが、売上総利益率の良化と販管費の削減及び不採算店舗の閉鎖により、営業利益は５億８

百万円（前年同期比56.3％増）となりました。

 
〔その他の事業〕

映画館業は「ナルニア国物語」「ダ・ヴィンチ・コード」等の話題作があり、109シネマズＭＭ横浜

（当社20％出資）は好調に推移しましたが、５月に不採算事業所である相鉄ムービル内の映画館５館（横

浜市西区）を閉鎖いたしました。飲食店業は店舗改装と企画販売の実施効果があり、不動産賃貸業はスー

パーマーケット業の不採算店舗の見直し等により新規テナントの増加が寄与しました。広告業はクライ

アント企業の広告費削減の影響が大きく、宝くじ等販売代理業は競合激化と宝くじ販売の不振の影響を

受けました。この結果、売上高（営業収入を含む）は12億９千６百万円（前年同期比13.0％減）となり

ましたが、映画館業の不採算事業所の閉鎖により、営業利益は２千９百万円（前年同期比102.0%増）と

なりました。

 

 (2) 通期の見通し

今後の国内全産業の見通しは、不安定要素はあるものの引き続き堅調な推移が予想されます。しかし

ながら小売業においては、個人消費の力強さは不十分で、原油価格の高止まりや円安による原材料の高

騰など厳しい経営環境が続き、それに加えて大規模ＳＣや大型専門店の出店も加速しており、業界内競

争は更に熾烈になるものと予想されます。

このような環境のもと、当社グループは、本年度下半期（平成18年９月～平成19年２月）には、スー

パーマーケット業と専門店業で各１店舗を新設し、既存店活性化を５店舗で実施するとともに、テナン

トの効果的な導入、販売促進策の見直し、ＣＳの向上等により収益の確保に努めてまいります。又、構

造改革の一環として損耗ロス最少化や販管費全般にわたるコスト削減活動、新人事制度の推進により経

営基盤の強化と利益の向上を図ってまいります。

通期の見通しにつきましては、売上高（営業収入を含む）934億円（前年同期比2.7％減）、営業利益

９億円（前年同期比9.7％増）、経常利益６億８千万円（前年同期比11.2％増）、当期純利益２億４千万

円（前年同期比3.4％増）を見込んでおります。

２．財政状態

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前中間純利益３億円に加え、減価償却費５億

２千６百万円、仕入債務の増加３億２百万円、未収入金の減少に伴う資金回収２億５千２百万円、たな

卸資産の減少に伴う資金回収１億４千９百万円等により18億８千７百万円となり、前年同期に比べ１億

９百万円減少しました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、差入保証金・敷金返還による収入４億７千万円等があり

ましたが、有形・無形固定資産の取得による支出１億８千９百万円、投資有価証券の取得による支出１

億７千万円、その他投資の増加１億２千１百万円等により１億５千１百万円の流出となり、前年同期に
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比べ２億３千９百万円支出が減少しました。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入金の返済による支出12億３千万円、利息及び配

当金の支払額１億５千２百万円等により14億３千７百万円の流出となり、前年同期に比べ６億４千３百

万円支出が増加しました。

以上の結果、当中間期における連結ベースの現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期に比べ

５億４千１百万円減少し、52億２千５百万円となりました。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は、次のとおりであります。

平成16年

８月中間期

平成17年

８月中間期

平成18年

８月中間期

平成17年

２月期

平成18年

２月期

自 己 資 本 比 率(％) 27.3 24.4 24.7 23.8 24.3

時価ベースの自己資本比率

(％)
38.0 36.0 31.5 35.8 34.4

債 務 償 還 年 数（年） 10.2 5.0 4.8 ― 9.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
6.6 15.6 23.5 ― 7.9

　（注）・自己資本比率：自己資本／総資産

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

・債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出して

おります。

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」を使用しております。

４．債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍に

しております。

５．平成17年２月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッ

シュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

３．事業等のリスク

文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間現在において当社が判断したものであり

ます。

(1）競合について

当社グループは、主力のスーパーマーケット業店舗のドミナントエリア（店舗数を政策的に集中

配置してシェアの高いエリア）を神奈川県東部とし、神奈川県及び東京都町田市といった人口の密

集する地域に57店舗展開しております。これらの地域は、スーパーマーケットをはじめ、総合スー

パーと呼ばれるＧＭＳや1,000㎡以下の小型食料品スーパーマーケットが多数出店しております。

又、コンビニエンスストア、百貨店、ドラッグストア、ディスカウントストア、ホームセンター

等の競合する商品を取扱う異業種も多数出店しております。

競合店の出店は、主に客数の減少につながり、店舗の業績悪化の要因となっております。
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又、まちづくり３法（中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法、改正都市計画法）の改正に

伴い、郊外立地の大型店舗の出店が規制されることにより、中心市街地での競争が激しさを増すこ

とも予測され、当社グループの既存店に少なからず影響を及ぼす可能性があります。

 (2) 食料品の安全性について

当社グループの売上高は、８割以上が食料品によるものでありますので、「食品安全委員会」を

設置し、当社グループが販売する食料品の安全に関する基本方針と具体的な行動方針を定め、食料

品の安全性に日頃より十分な注意を払い、食中毒の未然防止、商品の検査体制の充実に努めており

ます。又、重大な食品事故等緊急時の組織的対応について、検討を行っております。

今後、ＢＳＥや鳥インフルエンザ等が発生したりすることにより、消費者の食料品に対する不安

感が高まり、売上高にマイナスの影響が出ることもあります。

 (3) お客様の個人情報について

当社グループは、ＦＳＰによるウェルカムカードの発行等を通じて、お客様の個人情報を数多く

収集しております。「個人情報の保護に関する法律」の完全施行に伴い、当社グループではプライ

バシー・ポリシー（個人情報保護方針）、個人情報保護規程を策定し、個人情報の管理及び保護に

努めております。

今後、お客様の個人情報の流出により問題が発生した場合には、損害賠償による費用の発生や、

社会的信用の失墜による売上高の減少が考えられ、その後の事業展開、業績等に影響が及ぶことも

予想されます。

 (4) 大規模小売店舗立地法について

当社グループが今後出店並びに増床を予定している店舗については、「大店立地法」による規制

を受けております。

「大店立地法」は、売場面積1,000㎡超の新規出店や既存店舗の増床等について、騒音、交通渋滞、

ごみ処理問題などから、出店近隣住民の住環境保全のために都道府県又は政令指定都市が一定の審

査を行い規制するもので、1,000㎡超の大型店舗を新規出店・増床する場合、当社グループの時間、

費用等の負担が増加し、計画どおりの出店ができない場合もあり、今後の業績に影響を及ぼす可能

性があります。

(5) 異常気象・自然災害について

小売業界は気象条件や自然災害の影響を受けやすい特性があります。長雨や暖冬、大雪等の異常

気象が続いた場合や地震、台風等の大規模な自然災害が発生した場合は、客数が減少するとともに、

計画どおりの商品仕入れ、販売が不可能となること、あるいは営業を一時休止せざるを得ないこと

も予想され、今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．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８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年２月28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   4,014   3,909   3,825  

２　グループ預け金 ※１  2,102   1,590   1,336  

３　受取手形及び
売掛金

  994   977   960  

４　たな卸資産   2,317   2,208   2,358  

５　繰延税金資産   199   190   228  

６　その他   1,853   1,713   2,060  

貸倒引当金   △0   △0   △0  

流動資産合計   11,481 23.7  10,589 22.9  10,767 22.9

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物及び
構築物

※２ 7,949   7,311   7,603   

(2）土地  9,090   9,053   9,090   

(3）その他 ※２ 2,194 19,234  1,969 18,335  1,989 18,682  

２　無形固定資産   356   294   321  

３　投資その他の
資産

          

(1）投資有価証券 ※３ 925   1,476   1,339   

(2）繰延税金資産  3,598   3,337   3,375   

(3）長期差入
保証金

 7,916   7,305   7,590   

(4）敷金  3,787   3,760   3,793   

(5）その他  1,088   1,267   1,099   

貸倒引当金  △2 17,314  △39 17,107  △2 17,195  

固定資産合計   36,905 76.3  35,737 77.1  36,200 77.1

資産合計   48,386 100.0  46,327 100.0  46,967 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年２月28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　買掛金   5,004   4,793   4,490  

２　短期借入金   6,850   1,750   6,800  

３　一年内返済
長期借入金

  1,841   1,670   2,086  

４　未払法人税等   107   138   179  

５　賞与引当金   374   346   343  

６　その他
※３
※４

 3,130   2,867   2,559  

流動負債合計   17,308 35.8  11,565 24.9  16,458 35.0

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金   11,357   14,707   10,521  

２　再評価に係る繰
延税金負債

  226   759   774  

３　退職給付引当金   6,923   6,924   6,927  

４　役員退職慰労
引当金

  168   187   186  

５　その他   409   438   407  

固定負債合計   19,085 39.4  23,017 49.7  18,817 40.1

負債合計   36,394 75.2  34,582 74.6  35,276 75.1

（少数株主持分）           

少数株主持分   213 0.4     273 0.6

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   5,310 11.0     5,310 11.3

Ⅱ　資本剰余金   4,510 9.3     4,510 9.6

Ⅲ　利益剰余金   1,492 3.1     1,587 3.4

Ⅳ　土地再評価差額金   330 0.7     △217 △0.5

Ⅴ　その他有価証券
評価差額金

  168 0.4     260 0.6

Ⅵ　自己株式   △32 △0.1     △33 △0.1

資本合計   11,779 24.4     11,417 24.3

負債、少数株主
持分及び資本合
計

  48,386 100.0     46,967 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年２月28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    5,310 11.5   

２　資本剰余金    4,510 9.7   

３　利益剰余金    1,650 3.6   

４　自己株式    △34 △0.1   

株主資本合計    11,436 24.7   

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券
 評価差額金

   240 0.5   

２  土地再評価
 差額金

   △239 △0.5   

評価・換算差額等
合計

   1 0.0   

Ⅲ　少数株主持分    306 0.7   

純資産合計    11,744 25.4   

負債純資産合計    46,327 100.0   
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８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３月１日
至　平成18年２月28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   46,827 100.0  44,693 100.0  92,409 100.0

Ⅱ　売上原価   33,578 71.7  32,016 71.6  66,328 71.8

売上総利益   13,249 28.3  12,676 28.4  26,080 28.2

Ⅲ　営業収入 ※１  1,782 3.8  1,761 3.9  3,566 3.9

営業総利益   15,031 32.1  14,437 32.3  29,646 32.1

Ⅳ　販売費及び
一般管理費

※２  14,679 31.3  13,890 31.1  28,825 31.2

営業利益   351 0.8  547 1.2  820 0.9

Ⅴ　営業外収益           

１　受取利息  14   17   27   

２　受取配当金  6   10   7   

３　受取保険金  15   0   24   

４　受取業務受託料  ―   ―   5   

５　雑収入  24 61 0.1 27 55 0.1 31 98 0.1

Ⅵ　営業外費用           

１　支払利息  143   121   279   

２　貸倒引当金
繰入額

 ―   37   ―   

３　シンジケート
ローン手数料

 ―   23   ―   

４　雑支出  8 152 0.3 28 209 0.4 27 307 0.3

経常利益   260 0.6  393 0.9  611 0.7

Ⅶ　特別利益           

１　投資有価証券
　　売却益

 ─ ─ ─ ― ― ― 123 123 0.1

Ⅷ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※３ 119   29   178   

２　固定資産売却損 ※４ ─   23   ―   

３　減損損失 ※５ 31   37   59   

４　関係会社整理損 ※６ 3   ―   3   

５　投資有価証券
売却損

 1   ―   1   

６　その他の特別
損失

 10 167 0.4 2 93 0.2 10 253 0.3
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前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８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３月１日
至　平成18年２月28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
（％）

税金等調整前中
間（当期）純利
益

  93 0.2  300 0.7  481 0.5

法人税、住民税
及び事業税

 38   76   69   

法人税等調整額  8 47 0.1 73 150 0.3 140 209 0.2

少数株主利益又
は少数株主損失
(△)

  △19 △0.0  36 0.1  40 0.0

中間（当期）純
利益

  65 0.1  113 0.3  232 0.3
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(3) 中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日)

前連結会計年度
(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（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   4,510  4,510

Ⅱ　資本剰余金増加高   ―  ―

Ⅲ　資本剰余金減少高   ─ 0 0

  １　自己株式処分差損  ― ─ 0 0

Ⅳ　資本剰余金中間期末（期末）残高   4,510  4,510

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,498  1,498

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　中間（当期）純利益  65 65 232 232

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  71 71 143 143

Ⅳ　利益剰余金
中間期末（期末）残高

  1,492  1,587
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(4) 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

平成18年２月28日残高

（百万円）
5,310 4,510 1,587 △33 11,374

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）   △71  △71

土地再評価差額金取崩額

（百万円）
  21  21

中間純利益（百万円）   113  113

自己株式の取得（百万円）    △2 △2

自己株式の処分（百万円）  △0  0 0

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）

（百万円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
 △0 63 △1 61

平成18年８月31日残高

（百万円）
5,310 4,510 1,650 △34 11,436

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
土地再評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年２月28日残高

（百万円）
260 △217 43 273 11,691

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）     △71

土地再評価差額金取崩額

（百万円）
 △21 △21   

中間純利益（百万円）     113

自己株式の取得（百万円）     △2

自己株式の処分（百万円）     0

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）

（百万円）

△20  △20 32 12

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△20 △21 △41 32 52

平成18年８月31日残高

（百万円）
240 △239 1 306 11,744
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(5) 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３月１日
至 平成17年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

前連結会計年度
(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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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  93 300 481

減価償却費  601 526 1,131

減損損失  31 37 59

退職給付引当金の増減額  △115 △3 △111

役員退職慰労引当金の増減額  3 0 21

賞与引当金の増減額  10 3 △21

受取利息及び受取配当金  △21 △28 △35

支払利息  143 121 279

投資有価証券の売却損益  1 ― △121

有形固定資産の除売却損  102 58 191

関係会社整理損  3 ― 3

売上債権の増減額  △25 △17 9

たな卸資産の増減額  384 149 343

仕入債務の増減額  56 302 △458

未払消費税等の増減額  △8 △27 15

預り保証金・敷金の増減額  31 32 28

未収入金の増減額  503 252 253

未払金の増減額  △18 2 △118

預り金の増減額  286 264 △7

貸倒引当金の増減額  ─ 37 0

その他  △75 △91 15

小計  1,992 1,921 1,961

法人税等の支払額  4 △34 4

営業活動による
キャッシュ・フロー

 1,997 1,887 1,966
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前中間連結会計期間

(自 平成17年３月１日
至 平成17年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

前連結会計年度
(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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

    

利息及び配当金の受取額  8 15 10

定期預金の預入による支出  ― △50 ―

定期預金の払戻による収入  ― 10 115

投資有価証券の取得
による支出

 ─ △170 △380

投資有価証券の売却
による収入

 8 ― 256

有形固定資産の取得
による支出

 △869 △182 △1,134

有形固定資産の売却による収入  ─ 5 0

有形固定資産の除却による支出  △25 △25 △32

無形固定資産の取得による支出  ─ △6 ―

差入保証金・敷金差入による支出  △145 △30 △214

差入保証金・敷金返還による収入  635 470 1,032

その他投資の増減額  0 △121 △17

その他  △2 △63 0

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △390 △151 △365

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

利息の支払額  △127 △80 △249

短期借入金の純増減額  ― △5,050 △50

長期借入による収入  ─ 5,000 ―

長期借入金の返済による支出  △593 △1,230 △1,184

配当金の支払額  △71 △71 △143

少数株主に対する配当金の支払額  ― △3 ―

その他  △1 △1 △2

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △794 △1,437 △1,628

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 ─ ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  812 299 △28

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 4,954 4,926 4,954

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 5,766 5,225 4,926
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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３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

１　連結の範囲に関する
事項

子会社は、全て連結してお
ります。
子会社は、相鉄フードサー
ビス㈱、㈱相商、㈱相販、
㈱葉山ボンジュール及び相
栄フーズ㈱の５社でありま
す。
なお、相鉄ドラッグ㈱は、
清算結了したことにより連
結の範囲から除外しており
ます。

子会社は、全て連結してお
ります。
子会社は、相鉄フードサー
ビス㈱、㈱相商、㈱相販、
㈱葉山ボンジュール及び相
栄フーズ㈱の５社でありま
す。
 

 子会社は、全て連結してお
ります。
子会社は、相鉄フードサー
ビス㈱、㈱相商、㈱相販、
㈱葉山ボンジュール及び相
栄フーズ㈱の５社でありま
す。
なお、相鉄ドラッグ㈱は、
清算結了したことにより連
結の範囲から除外しており
ます。

２　連結子会社の(中間)
決算日等に関する事
項

連結子会社のうち相鉄フー
ドサービス㈱、㈱相商、㈱
相販及び㈱葉山ボンジュー
ルの中間決算日は７月31日
であり、中間連結財務諸表
の作成にあたっては、同日
現在の中間財務諸表を使用
しております。
なお、相栄フーズ㈱の中間
決算日は、中間連結決算日
と一致しております。

連結子会社のうち相鉄フー
ドサービス㈱、㈱相商、㈱
相販及び㈱葉山ボンジュー
ルの中間決算日は７月31日
であり、中間連結財務諸表
の作成にあたっては、同日
現在の中間財務諸表を使用
しております。
なお、相栄フーズ㈱の中間
決算日は、中間連結決算日
と一致しております。

 連結子会社のうち相鉄フー
ドサービス㈱、㈱相商、㈱
相販及び㈱葉山ボンジュー
ルの決算日は１月31日であ
り、連結財務諸表の作成に
あたっては、同日現在の財
務諸表を使用しておりま
す。
なお、相栄フーズ㈱の決算
日は、連結決算日と一致し
ております。

３　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
たな卸資産
商品については、主
に売価還元法に基づ
く原価法

(1）重要な資産の評価基準
及び評価方法
たな卸資産

同左

(1）重要な資産の評価基準
及び評価方法
たな卸資産

同左

有価証券
満期保有目的の債券
償却原価法

有価証券
満期保有目的の債券

同左

有価証券
満期保有目的の債券

同左
その他有価証券
時価のあるもの
中間決算末日の
市場価格等に基
づく時価法（評
価差額は全部資
本直入法により
処理し、売却原
価は移動平均法
により算定）

その他有価証券
時価のあるもの

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

時価のないもの
移動平均法によ
る原価法

時価のないもの
同左

時価のないもの
同左

(2）重要な減価償却資産の
減価償却の方法
有形固定資産
主に定額法
なお、耐用年数及び
残存価額については、
主に法人税法に規定
する方法と同一の基
準によっております。
又、取得価額が10万
円以上20万円未満の
減価償却資産につい
ては、３年間で均等
償却をしております。

(2）重要な減価償却資産の
減価償却の方法
有形固定資産
　　同左
 
 

(2）重要な減価償却資産の
減価償却の方法
有形固定資産

同左
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項　　　　目
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

無形固定資産
定額法
なお、耐用年数につ
いては、法人税法に
規定する方法と同一
の基準によっており
ます。
ただし、無形固定資
産のうち自社利用の
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
よっております。

無形固定資産
同左

無形固定資産
同左

(3）重要な引当金の計上基
準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる
損失に備えるため、
一般債権については
貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定
の債権については個
別に回収可能性を検
討し、回収不能見込
額を計上しておりま
す。

(3）重要な引当金の計上基
準
貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基
準
貸倒引当金

同左

賞与引当金
従業員の賞与支給に
充てるため、支給見
込額のうち当中間連
結会計期間に対応す
る額を計上しており
ます。

賞与引当金
同左

賞与引当金
従業員の賞与支給に
充てるため、支給見
込額のうち当連結会
計年度に対応する額
を計上しております。

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、当中間連結会
計期間末において発
生していると認めら
れる額を計上してお
ります。
数理計算上の差異に
ついては、その発生
時の従業員の平均残
存勤務期間（15年）
による定額法により、
発生の翌連結会計年
度から費用処理をす
ることとしておりま
す。

退職給付引当金
　　同左
 

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。
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（15年）
による定額法により、
発生の翌連結会計年
度から費用処理をす
ることとしておりま
す。
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項　　　　目
前中間連結会計期間

（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

役員退職慰労引当金
当社及び一部の連結
子会社は、役員の退
職慰労金支給に充て
るため、内規に基づ
く要支給額を計上し
ております。

役員退職慰労引当金
　　当社及び一部の連結子
　　会社は、役員の退職慰
　　労金支給に充てるため
　　内規に基づく要支給額
　　を計上しております。
　　なお、当社は平成18年
　　5月の定時株主総会を
　　もって退職慰労金制度
　　を廃止し、これまでの
　　在任期間に応じた役員
　　退職慰労金の贈呈を決
　　議いたしました。
　　当中間連結会計期間末
　　における役員退職慰労
　　引当金残高は、当該決
　　議以前から在任してい
　　る役員に対する支給見
　　込額であります。　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　

役員退職慰労引当金
　　　連結財務諸表提出会
　　　社及び一部の子会社
　　　は、役員の退職慰労
　　  金支給に充てるた
　　　め、内規に基づく要
　　　支給額を計上してお
 　　 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

(5）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
消費税及び地方消費税
の会計処理は、税抜方
式によっております。

(5）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

同左

(5）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

同左

４　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

中間連結キャッシュ・フ
ロー計算書における資金(現
金及び現金同等物)は、手許
現金、随時引き出し可能な
預金及び容易に換金可能で
あり、かつ、価値の変動に
ついて僅少なリスクしか負
わない取得日から３ヶ月以
内に償還期限の到来する短
期投資からなっております。

同左 連結キャッシュ・フロー計
算書における資金(現金及び
現金同等物)は、手許現金、
随時引き出し可能な預金及
び容易に換金可能であり、
かつ、価値の変動について
僅少なリスクしか負わない
取得日から３ヶ月以内に償
還期限の到来する短期投資
からなっております。
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会計方針の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

─────── （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。

従来の資本の部に相当する金額は

11,437百万円であります。

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。

 　　　　 ───────

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

「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

以降に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

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を販売費

及び一般管理費に41百万円計上してお

ります。

───────  「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

以降に開始する事業年度より外形標準

課税制度が導入されたことに伴い、当

連結会計年度から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の

表示についての実務上の取扱い」(平

成16年２月13日 企業会計基準委員会 

実務対応報告第12号)に従い法人事業

税の付加価値割及び資本割を販売費及

び一般管理費に82百万円計上しており

ます。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

前連結会計年度末
（平成18年２月28日）

※１　グループ預け金

親会社（相模鉄道㈱）を核とし

た相鉄グループ内の資金を一元

化し、効率的に活用することを

目的として相鉄ビジネスサービ

ス㈱（親会社の全額出資会社）

に対して預け入れた額でありま

す。

※１　　　　 同左 ※１　　　　 同左

※２　有形固定資産から控除した減価

償却累計額は21,770百万円であ

ります。

※２　有形固定資産から控除した減価

償却累計額は21,406百万円であ

ります。

※２　有形固定資産から控除した減価

償却累計額は21,800百万円であ

ります。

※３　担保資産

(1）担保に供している資産

※３　担保資産

(1）担保に供している資産

※３　担保資産

(1）担保に供している資産

投資有価証券 49百万円 投資有価証券 51百万円 投資有価証券 51百万円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

流動負債  

「その他」(預り金) 67百万円

流動負債  

「その他」(預り金) 66百万円

流動負債  

「その他」(預り金) 64百万円

(注)　「前払式証票の規制等に関す

る法律」に基づき法務局へ供

託している資産に対応するも

のであります。

(注)　「前払式証票の規制等に関す

る法律」に基づき法務局へ供

託している資産に対応するも

のであります。

(注)　「前払式証票の規制等に関す

る法律」に基づき法務局へ供

託している資産に対応するも

のであります。

※４　仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺して流動負債の「その他」

に含めて表示しております。

※４　　　　 同左 ※４　　　　 ───

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※１　主なものは、当社向け物流セン

ターの商品運搬手数料でありま

す。

※１　　　　　 同左 ※１　　　　　 同左

※２　販売費及び一般管理費の主なも

のは、次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費の主なも

のは、次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費の主なも

のは、次のとおりであります。

従業員等給料

手当
5,862百万円

賞与引当金

繰入額
374百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
18百万円

退職給付費用 307百万円

水道光熱費 944百万円

委託費 1,583百万円

賃借料 2,371百万円

減価償却費 568百万円

従業員等給料

手当
5,611百万円

賞与引当金

繰入額
346百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
11百万円

退職給付費用 261百万円

水道光熱費 906百万円

委託費 1,603百万円

賃借料 2,258百万円

減価償却費 522百万円

従業員等給料

手当
11,979百万円

賞与引当金

繰入額
343百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
36百万円

退職給付費用 571百万円

水道光熱費 1,890百万円

委託費 3,180百万円

賃借料 4,694百万円

減価償却費 1,122百万円

※３　固定資産除却損の内訳は、次

　　　のとおりであります。

※３　固定資産除却損の内訳は、次

　　　のとおりであります。

※３　固定資産除却損の内訳は、次

　　　のとおりであります。

建物及び構築物 66百万円

その他 53百万円

合計 119百万円

建物及び構築物 0百万円

その他 29百万円

合計 29百万円

建物及び構築物 103百万円

その他 74百万円

合計 178百万円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

※４　　　　　─── ※４　固定資産売却損の内訳は、次の

とおりであります。

 ※４　　　　　───

建物及び構築物 15百万円

その他 8百万円

合計 23百万円

※５　減損損失

当中間連結会計期間において、

当社グループは、以下のとおり

減損損失を計上いたしました。

※５　減損損失

当中間連結会計期間において、

当社グループは、以下のとおり

減損損失を計上いたしました。

※５　減損損失

当連結会計年度において、当社

グループは、以下のとおり減損

損失を計上いたしました。

(1）減損損失を認識した主な資産

食料品他小売業で焼きたてパン

の製造販売をしている㈱葉山ボ

ンジュールの店舗建物等

(1）減損損失を認識した主な資産

南瀬谷店の土地建物等

(1）減損損失を認識した主な資産

相鉄ムービルの建物設備及び㈱

葉山ボンジュールの店舗建物等

(2）減損損失の認識に至った経緯

営業損益が悪化し短期的な業績

回復が見込まれないことにより、

減損損失を認識しております。

(2）減損損失の認識に至った経緯

営業損益が悪化し短期的な業績

回復が見込まれないことにより、

減損損失を認識しております。

(2）減損損失の認識に至った経緯

資産又は資産グループが使用さ

れている事業の撤退が決定した

ため、又、営業損益が悪化し短

期的な業績回復が見込まれない

ことにより減損損失を認識して

おります。

(3）減損損失の金額 (3）減損損失の金額 (3）減損損失の金額

建物及び構築

物
14百万円

その他の有形

固定資産
14百万円

無形固定資産 1百万円

合計 31百万円

土地 36百万円

建物及び構築

物
1百万円

合計 37百万円

建物及び構築

物
24百万円

その他の有形

固定資産
32百万円

無形固定資産 2百万円

合計 59百万円

(4）資産のグルーピングの方法

店舗及び事業所ごとなど、管理

会計上の区分に従いグルーピン

グしております。

(4）資産のグルーピングの方法

店舗及び事業所ごとなど、管理

会計上の区分に従いグルーピン

グしております。

(4）資産のグルーピングの方法

店舗及び事業所ごとなど、管理

会計上の区分に従いグルーピン

グしております。

(5）回収可能価額の算定方法

回収可能価額として使用価値及

び正味売却価額を適用しており

ます。

使用価値の算定に当たっては、

将来キャッシュ・フローを

4.5％で割り引いて算定してお

ります。

又、正味売却価額の算定に当

たっては、固定資産税評価額又

は路線価に合理的な調整を行っ

て算出した金額を使用しており

ます。

(5）回収可能価額の算定方法

回収可能価額として正味売却価

額を適用しております。

正味売却価額の算定に当たって

は、固定資産税評価額又は路線

価に合理的な調整を行って算出

した金額を使用しております。

(5）回収可能価額の算定方法

回収可能価額として使用価値及

び正味売却価額を適用しており

ます。

使用価値の算定に当たっては、

将来キャッシュ・フローを

4.5％で割り引いて算定してお

ります。

又、正味売却価額の算定に当

たっては、固定資産税評価額又

は路線価に合理的な調整を行っ

て算出した金額を使用しており

ます。

※６　関係会社整理損は、連結子会社

である相鉄ドラッグ㈱の清算に

伴うものであります。

※６　　　　 ─── ※６　関係会社整理損は、連結子会社

である相鉄ドラッグ㈱の清算に

伴うものであります。　　　
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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３月１日　至 平成18年８月31日）

1.発行済株式に関する事項
 

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

普通株式 28,689 － － 28,689

 2.自己株式に関する事項  

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

普通株式 56 4 1 58

 3.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
（百万円）

１株当たり
配当額

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 71 ２円50銭 平成18年２月28日 平成18年５月26日

 (2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの

決議 株式の種類 配当金の原資
配当金の総額 

(百万円)
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成18年10月13日

取締役会
普通株式  利益剰余金 71 ２円50銭 平成18年８月31日 平成18年11月15日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に記載されている科目の金

額との関係

現金及び預金 4,014百万円

グループ預け金 2,102百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△350百万円

現金及び現金同等物 5,766百万円

現金及び預金 3,909百万円

グループ預け金 1,590百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△275百万円

現金及び現金同等物 5,225百万円

現金及び預金 3,825百万円

グループ預け金 1,336百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△235百万円

現金及び現金同等物 4,926百万円

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日）

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

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

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

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及び期末残高

相当額

 

取得価額
相当額

（百万円）

減価償却
累計額
相当額

（百万円）

中間期
末残高
相当額

（百万円）

機械装置 377 219 157
車両運搬

具
4 0 3

工具器具

備品
577 281 295

ソフト

ウェア
16 7 8

合計 974 509 465

 

取得価額
相当額

（百万円）

減価償却
累計額
相当額

（百万円）

中間期
末残高
相当額

（百万円）

機械装置 397 191 206
車両運搬

具
4 2 1

工具器具

備品
634 384 250

ソフト

ウェア
11 5 5

合計 1,048 584 464

 

取得価額
相当額

（百万円）

減価償却
累計額
相当額

（百万円）

期末残高
相当額

（百万円）

機械装置 419 221 197
車両運搬

具
4 1 2

工具器具

備品
650 339 310

ソフト

ウェア
11 4 6

合計 1,085 567 517

なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。

なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。

なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

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

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 174百万円

１年超 291百万円

合計 465百万円

１年以内 182百万円

１年超 281百万円

合計 464百万円

１年以内 186百万円

１年超 330百万円

合計 517百万円

なお、未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

なお、未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

なお、未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定し

ております。

③　支払リース料及び減価償却費相当

額

③　支払リース料及び減価償却費相当

額

③　支払リース料及び減価償却費相当

額

支払リース料 96百万円

減価償却費相当額 96百万円

支払リース料 100百万円

減価償却費相当額 100百万円

支払リース料 208百万円

減価償却費相当額 208百万円

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
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末(平成17年８月31日現在)

１　時価のある有価証券

区　　　　分
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時　　価
(百万円)

差　　額
(百万円)

(1）　満期保有目的の債券    

① 国債・地方債等 59 60 0

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 59 60 0

区　　　　分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差　　額
(百万円)

(2）その他有価証券    

① 株式 493 787 294

② 債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③ その他 54 52 △2

計 548 840 292

２　時価評価されていない主な「有価証券」

 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1）その他有価証券  

非上場株式 24

当中間連結会計期間末(平成18年８月31日現在)

１　時価のある有価証券

区　　　　分
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

時　　価
(百万円)

差　　額
(百万円)

(1）　満期保有目的の債券    

① 国債・地方債等 59 59 △0

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 59 59 △0

区　　　　分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差　　額
(百万円)

(2）その他有価証券    

① 株式 613 1,031 418

② 債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③ その他 163 159 △3

計 776 1,191 415
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２　時価評価されていない主な「有価証券」

 
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1）満期保有目的の債券  

 　 非上場債券 200

(2）その他有価証券  

非上場株式 24

前連結会計年度末(平成18年２月28日現在)

１　時価のある有価証券

区　　　　分
連結貸借対照表
計上額(百万円)

時　　価
(百万円)

差　　額
(百万円)

(1）　満期保有目的の債券    

① 国債・地方債等 59 59 △0

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 59 59 △0

区　　　　分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差　　額
(百万円)

(2）その他有価証券    

① 株式 550 1,001 451

② 債券    

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③ その他 54 53 △1

計 605 1,054 449

２　時価評価されていない主な「有価証券」

 
連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1）満期保有目的の債券  

 　 非上場債券 200

(2）その他有価証券  

非上場株式 24

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末(平成17年８月31日現在)

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

当中間連結会計期間末(平成18年８月31日現在)

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

前連結会計年度末(平成18年２月28日現在)

　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
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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３月１日　至　平成17年８月31日)

 
食料品他
小売業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連   結
(百万円)

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 47,119 1,491 48,610 ─ 48,610

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 46 46 (46) ─

計 47,119 1,537 48,656 (46) 48,610

営業費用 46,852 1,464 48,317 (58) 48,258

営業利益 266 73 339 12 351

当中間連結会計期間(自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日)

 
食料品他
小売業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連   結
(百万円)

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 45,158 1,296 46,454 ― 46,454

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
1 45 46 (46) ―

計 45,159 1,341 46,501 (46) 46,454

営業費用 44,651 1,312 45,963 (56) 45,907

営業利益 508 29 537 9 547

前連結会計年度(自　平成17年３月１日　至　平成18年２月28日)

 
食料品他
小売業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連　 結
(百万円)

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 93,009 2,966 95,975 ― 95,975

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 89 89 (89) ―

計 93,009 3,055 96,064 (89) 95,975

営業費用 92,373 2,892 95,266 (111) 95,154

営業利益 635 162 798 22 820
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　(注) １　事業区分の方法は、当会社グループが採用している売上集計区分によっております。

２　売上高には、営業収入を含んでおります。

３　食料品他小売業は、食料品を主に、衣料品、家庭用品等の販売を行うスーパーマーケット業、レディースファッ

ションの販売を行う専門店業であります。

４　その他の事業は、映画館業、飲食店業、広告業、不動産賃貸業、宝くじ等販売代理業であります。

 

　　　(営業費用の配分方法の変更)

　　　　　従来、営業費用のうち当社の一般管理費は、主に売上高に基づき各セグメントに配分しておりましたが、当中

　　　　　間連結会計期間において構造改革による組織体制の見直しを実施したことに伴い、当該費用の各セグメントへ

　　　　　の帰属の状況をより明らかにするため、内部管理上用いている配賦基準に基づき配分する方法に変更いたしま

　　　　　した。

　　　　　その結果、従来の方法と同一の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間の食料品他小売業の営業利益は

　　　　　55百万円増加し、その他の事業の営業利益が同額減少しております。

          なお、前中間連結会計期間のセグメント情報を、当中間連結会計期間の配賦方法によった場合の事業の種類別

　　　　　セグメント情報は次のとおりであります。

 

 　前中間連結会計期間(自　平成17年３月１日　至　平成17年８月31日)  

 
食料品他
小売業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連   結
(百万円)

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 47,119 1,491 48,610 ─ 48,610

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 46 46 (46) ─

計 47,119 1,537 48,656 (46) 48,610

営業費用 46,793 1,523 48,317 (58) 48,258

営業利益 325 14 339 12 351

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ついては、連結会社は全て本国内

所在であり、重要な在外支店もありませんので記載事項はありません。

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ついては、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

前連結会計年度
(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 411円36銭

１株当たり中間純利益 ２円29銭

１株当たり純資産額 399円51銭

１株当たり中間純利益 ３円95銭

１株当たり純資産額 398円77銭

１株当たり純利益 ８円10銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、潜在株式が存在し

ていないため、記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、潜在株式が存在し

ていないため、記載しておりません。

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

ていないため、記載しておりません。

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

  

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年３月１日
至　平成17年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年３月１日
至　平成18年２月28日)

（１株当たり中間（当期）純利益）    

中間連結損益計算書上の中間純利益

又は当期純利益（百万円）
65 113 232

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
65 113 232

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,635 28,631 28,634

 

（重要な後発事象）

 　　該当事項はありません。

－ 30 －



５．販売の状況

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％)

食料品他小売業 45,158 △4.2

スーパーマーケット業 44,127 △3.4

専門店業 1,030 △27.2

その他の事業 1,296 △13.0

合計 46,454 △4.4

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　セグメント間の取引は消去しております。
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