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2007年3月期         中間決算短信（非連結）              
                                          2006年11月 8日    

上場会社名         マックスバリュ北海道株式会社                  上場取引所  ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号         ７４６５                       本社所在都道府県  北海道 

（URL http://www.mv－hokkaido.co.jp/） 

代  表  者  役職名  代表取締役社長         氏名 松長 正三 

問合せ先責任者  役職名  常務取締役管理･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当  氏名 出戸 信成   TEL （011）631-1358（代表） 

決算取締役会開催日     2006年11月 8日        配当支払開始日    －年 －月 －日 

単元株制度採用の有無    有（1単元100株）・ 無 

親会社等の名称 イオン株式会社（コード番号 ８２６７）   親会社等における当社の議決権所有比率 58.1％ 
 
1．2006年9月中間期の業績（2006年4月1日～2006年9月30日） 

（1）経 営 成 績                               （注）百万円未満の端数は、切り捨てて表示しております。 

 営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

2006 年 9 月中間期 

2005 年 9 月中間期 

      百万円      ％ 

  31,194     (  △ 0.5 ) 

    31,337    (    2.0 ) 

     百万円      ％

      415       (     67.0 ) 

      249       (   181.7 ) 

     百万円         ％

       456      (    71.2 ) 

       266      (   161.3 ) 

2 0 0 6 年 3 月 期     61,265          586               642       
 
 

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            

 

2006 年 9 月中間期 

2005 年 9 月中間期 

        百万円     ％ 

  △   153     (     － ) 

  △ 1,990     (     － ) 

               円        銭

    △  22     53 

      △ 293     01 

               円        銭

      ―     ― 

        ―     ― 

2 0 0 6 年 3 月 期    △ 1,865           △ 275          23         ―          ― 

（注）1. 持分法投資損益 2006年9月中間期  －百万円   2005年9月中間期  －百万円  2006年3月期  －百万円 

2．期中平均株式数 2006年9月中間期 6,793,129株  2005年9月中間期 6,793,188株  2006年3月期 6,793,159株 

      3．会計処理の方法の変更   有 ・ 無 

   4．営業収益、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 

 

2006 年 9 月中間期 

2005 年 9 月中間期 

         百万円 

        21,133 

        19,988 

         百万円

         6,423 

         6,496 

         ％ 

         30.4 

         32.5 

       円   銭

       945      65 

  956      30 

2 0 0 6 年 3 月 期         19,598          6,666          34.0   981      37 

（注）1．期末発行済株式数 2006年9月中間期 6,793,129株  2005年9月中間期 6,793,141株  2006年3月期 6,793,129株 

2．期末自己株式数 2006年9月中間期 148,221株 2005年9月中間期 148,209株 2006年3月期 148,221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 

 

2006 年 9 月中間期 

         百万円 

        2,353 

         百万円

        △ 346  

        百万円 

       △ 980 

         百万円

   1,207 

※前中間会計期間及び前事業年度については連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、当中間会計期間に係るキャッシュ・ 
フローの状況のみ記載しております。 

 
２．2007年3月期の業績予想（2006年4月1日～2007年3月31日） 

 
営 業 収 益       経 常 利 益       当期純利益       

 

  通          期 

      百万円 

     63,000 

      百万円

      1,000 

   百万円

79 

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 11円 63銭 
 
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3月期 ― ― ― 10.00 ― 10.00 

2007年3月期(実績) ― ― ― ― ― 

2007年3月期(予測) ― ― ― 16.00 ― 
16.00 

 
※ 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、実際の業績は今後様々な要因によっ

て予想数値と異なる場合があります。上記業績見通しに関する事項につきましては、添付資料の6ページを、配当金に関する事

項につきましては3ページを参照して下さい。 
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＜添付資料＞ 
 
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企業集団イオングループの中で、スーパーマーケット事業を営む企業群の中に位置

づけられており、北海道にて食料品及び日用雑貨品を主に販売する小売事業を営んでおります。 

  

当社は親会社であるイオン株式会社より商品の一部の供給を受けているほか、電子計算処理業務等の委託をしております。 また、他の

グループ各社との間で、店舗の維持管理、資材の供給や当社店舗へのテナント入店等の取引を行っております。 

 

これらの事業に係る系統図は、次のとおりであります。 

 

 

 

お 客 さ ま 

 

 

 

 

 

《スーパーマーケット事業》 

当 社 

 

 

 

《親会社》 

イオン㈱ 

 

 

 

 

《サービス事業》 

イオンクレジットサービス㈱ 

イオンディライト㈱ 

チェルト㈱ 

アイク㈱ 

 

《専門店事業》 

㈱ニューステップ 

 

 

 

 
 

（ 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㈱に商号を変更

いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品供給 
情報システム

の利用等 

店舗内出店 
クレジット販売代金の 
業務委託 

店舗維持管理 
店舗資材供給 

商品供給 
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２．経営方針 

 

１．会社の経営の基本方針 

当社は、『お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する』というイオンの不変の基本理念とマックスバリュ北海

道従業員の行動基準である「イオン行動規範」と『お客さまへの５つのお約束』に則り、お客さまをはじめ、株主さま、お取引さま、地域

社会、従業員との良好な関係を築き、お客さまに満足していただける商品とサービスで、より質の高い満足を提供いたします。今後とも『感

謝と奉仕』の心を忘れず、『すべてはお客さまのために』という不変の理念のもとに、顧客満足度、地域 No.1 のスーパーマーケットを目

指しております。 
 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

当社の利益配分に関する基本方針は、将来の事業展開に備えた内部留保の充実を図りつつ、株主配当を業績に応じて安定的な配当を年1
回継続的に実施していくことにあります。株主さまに対する利益還元と株主資本利益率の向上を経営の重要政策と位置付け、安定的かつ継

続的な配当の実施に努めており、業績の進展状況に応じて配当性向等を勘案のうえ、株主さまに対し利益還元を行う方針であります。 
また、内部留保資金につきましては、店舗の新設、改装及びシステム投資、教育投資に活用し事業基盤の強化と更なる業容の拡大につな

げてまいります。 
 

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 
 当社は、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な課題と認識しております。当社株式取得に必要な投資額を勘案し、投

資家の皆さまに、より投資しやすい環境を整えるために、株式の売買単位を100株としております。 

 また、今期より「株主さまご優待券」のご利用対象店舗を全国のジャスコ、マックスバリュ、スーパーセンターなど約980店舗に拡大す

るとともに、「北海道物産品」をご優待品の選択肢に加えることにより、株主さまへの優待品充実を図ってまいりました。今後も「お客さ

ま株主」の拡大に向けたＩＲ活動を積極的に取り組んでまいります。 

 

４．目標とする経営指標 

目標とする経営数値は、売上高経常利益率3％以上の確保と継続を目標としております。今後更に目標数値の達成に向け一層の強化を図

り、地域のお客さまにお買物の楽しさと、喜んでいただける店舗を目指し、以下の戦略を推進しております。 
 

５．中長期的な会社の経営戦略 

当社は、北海道を事業エリアとして店舗網の拡大を図るとともに、競争力のある業態の確立と従業員の活性化を図り、地域になくてはな

らない店づくりを進めてまいります。そのために以下の内容に取り組んでまいります。 
① 既存店の収益力改善、道央圏に重点を置いた出店、効率的な店舗のスクラップに取り組み、着実に成長してまいります。 

② お客さまの声を具現化し、長時間営業の拡大、高齢者にやさしい売場と商品の推進に努めます。 

③ 地域一番店を目指した欠品、品切れのない、清潔で鮮度あふれる売場づくりへの取り組み。 

④ ＣＳＲ（企業の社会的責任）を優先する企業風土を構築いたします。 

  ・イオン行動規範の浸透と遵守 

⑤ 社会の一員として地域社会とともに環境問題（資源回収や植樹活動）や社会貢献活動（募金活動やボランティア活動）に積極的に取り

組みます。 
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６．会社の対処すべき課題 
当社は、更なる成長の実現と地域の豊かな生活の発展に寄与するために以下の課題に取り組んでまいります。 
今期の重点施策である「成長戦略が取れる企業体質への変革」をスローガンに、 

① 「お客さま満足の実現」として、サービスの追及（従業員全員がレジ、接客が出来る）、重点商品・重点日の徹底拡販で差別化実現（高

齢化社会のキーワード～品揃え、おいしさ、バラエティ、健康、安全安心、カロリー、旬・季節・重点・行事・地域・話題の6つの商

品と差別化）、人材の育成（チーフの育成、専門性に対応した技術教育の推進）をおこないます。 
② 「既存店収益力の改善」では、売価還元法の数値管理による計画作成と検証の徹底をおこない、在庫効率の向上を図ります。 
③ 「新規出店の成功」として、地域の食と競合店の徹底調査により地域に適した品揃えを実現します。 
④ 「基本の徹底」として、4Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）の徹底により、品切れのない鮮度感あふれる売場づくりをおこないます。 

 
７．親会社等に関する事項 

当社の親会社はイオン株式会社であり、同社は当社の議決権を子会社を含めたグループで58.13％（直接所有49.86％）保有しておりま

す。当社はイオン株式会社より取締役 1 名、監査役 1 名の派遣を受け入れ、電子計算処理業務の委託及びプライベートブランド商品『ト

ップバリュ』の供給を受けております。今後も、イオンが中核事業のひとつとしているスーパーマーケット事業の北海道地区におけるリー

ジョナルチェーンとして事業の拡大、発展をグループ各社と協力して推し進めてまいります。 
 

８．内部管理体制の整備・運用状況 
 当社の内部管理体制の整備・運用状況の詳細につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所へ「コーポレート・ガバナンスに関する

報告書」を提出しており、「内部管理体制の整備・運用状況」は同証券取引所のホームページに開示されております。 
 

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、緩やかな回復基調がうかがえるものの、原油価格の高騰、自然災害、金利動向の変化等により、個人

消費は依然として不透明さが続き、小売業界の消費動向においても本格的な経営環境の回復には至っておりません。 

このような環境の下、当社は「成長戦略が取れる企業体質の変革」をスローガンとして以下の内容に取り組んでおります。 

「お客さま満足の実現」では、サービスの追求として全従業員がレジ、接客ができる体制づくりへの技能取得（チェッカー技能検定、鮮

魚士、惣菜士、農産マスター）とお客さまサービス向上とお客さまの声の反映、またＣＳ（カスタマーサティスファクション：顧客満足）

実現と衛生管理を充実させるため「お客さまサービス部」を独立させました。当中間会計期間での技能取得者数は、チェッカー技能検定3

級318名、鮮魚士2級4名、3級27名、惣菜士2級4名、3級47名、農産マスター8名となっております。 

「既存店の収益力の改善」として、在庫効率の向上により、売上総利益率は対前年同期比1.4ポイントの改善を図りました。 

「新規出店の成功」では、5月に文苑店（釧路市）、７月には北広島店（北広島市）をそれぞれ出店いたしました。 
「基本の徹底」では、静内店（新ひだか町）の徹底した4Ｓの推進により、バックルーム在庫の整理整頓がなされ、在庫効率の大幅な改

善となりました。この事例につきましては今後ベストプラクティスとして、全店に伝播してまいります。 
以上の結果、当中間会計期間の業績は以下のとおりとなりました。 

         営業収益     311億94百万円（対前年同期比99.5％） 
営業利益      ４億15百万円（対前年同期比167.0％） 

                  経常利益      ４億56百万円（対前年同期比171.2％） 
         中間純損失                   1億53 百万円（前中間会計期間19億90百万円の損失） 

 

部門別の状況 

《食品部門》 

食品部門では、４月から７月前半にかけての天候不良が影響し、第1四半期に大きく苦戦しましたが、７月中旬からの天候回復、そして

暑い夏が追い風となり、また４月より進めてきた、１．新カテゴリー・差別化商品の組み込み、２．高齢化・単独世帯増への対応、３．鮮

度改革等に取り組みましたが、売上高は273億97百万円（対前年同期比99.2％）となりました。 

 

《非食品部門》 

非食品部門では、消費頻度の高い商品（紙製品や台所まわり用品）をお買い得価格で継続的に提供し続けました結果、売上高は19億６

百万円（対前年同期比101.3％）となりました。 

 

２．社会貢献・環境保全活動 
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リサイクル活動では、食品トレイ18トン（対前年同期比94.7％）をはじめ、ペットボトル39トン（対前年同期比139.3％）、アルミ缶

41トン（対前年同期比136.7％）、牛乳パック36トン（対前年同期比109.1％）を回収いたしました。また、レジ袋の削減、更には「地域

への貢献活動を」と毎月 11 日を「イオンデー」として、清掃活動には延べ 3,221 人の従業員がボランティア活動を進めてまいりました。

また、寄付活動では、「24時間テレビ、愛は地球を救う」チャリティー募金を始め、盲導犬育成募金、身体障害者施設募金、地震の義援金

等、総額で約190万円の寄付をさせていただきました。その内「幸せの黄色いレシートキャンペーン」では、回収レシート金額の1％であ

る 144 万円を福祉団体、学校などに寄付させていただいております。今後も「企業市民」として、地球環境に配慮し、地域社会への貢献

をしてまいります。 

 

３．財政状態 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ10億26百万円増加し、12億７百万円

となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

営業活動の結果得られた資金は23億53百万円となりました。これは主として当中間会計期間末日が金融機関の休日であったこと等によ

る仕入債務の増加（19億７百万円）等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は３億46百万円となりました。これは主として店舗の新規開設及び改装等に伴う有形固定資産の取得によ

る支出（２億54百万円）等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は９億80百万円となりました。これは主として短期借入金の減少額（４億46百万円）、長期借入金の返済

による支出（４億65百万円）等によるものであります。 

 

（注）前中間会計期間及び前事業年度においては、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたので、前年同期と比較しての分析

的な記載は行っておりません。 
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当社のキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。 

※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 

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． 上記指標のうち、「2005年９月期」「2006年３月期」についてはいずれも連結ベースの財務数値により、「2006年９月期」に

ついては個別の財務数値により計算しております。 

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、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきま

しては、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。 

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。 

 

４．通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、下期の小売業界におきましても、上期同様厳しい経営環境が継続すると思われますが、北海道No.1スー

パーマーケットを目指し、以下の政策を確実に推進してまいります。 
 「成長戦略が取れる企業体質への変革」をスローガンに、①「お客さま満足の実現」、②「既存店収益力の改善」、③「新規出店の成功」、

④「基本の徹底」を掲げ取り組んでまいります。 
 このような結果、当社の2007年3月期の業績見通しにつきましては、営業収益630億円（対前期比102.8％）、経常利益10億円（対前

期比155.6％）、当期純利益79百万円（前事業年度18億65百万円の損失）を見込んでおります。  
 

５． 事業等のリスク 

当社の事業展開及びその他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は、以下のとおりであります。 
なお、当社は、これらのリスクの存在を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に務める方針であります。また、文中におけ

る将来に関する事項は本資料発表時現在において当社が判断したものであります。 
 

① 貸倒引当金のリスク 
当社は、建設協力金、売上債権等の貸倒損失に備えるため、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、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しております。実際の貸倒れが貸倒引当金計上時点における前提及

び見積りと乖離し、貸倒引当金を大幅に越えた場合、また、経済状況全般の悪化により、設定した前提及び見積りを変更せざるを得なくな

った場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
② 資金調達のリスク 
当社は、これまで新規に店舗を出店する資金を自己資金と金融機関からの借入金により調達しております。当社は、売上高1,000億円体

制実現のため、今後は新規出店を拡大する計画ですが、金利動向等の金融情勢に変化があった場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
 
③ 食品の安全性のリスク 
 当社は、多数の顧客に食品を提供している事業の性質上、「食品の安全性」は重要な問題であると認識しております。従来より仕入れ商

品の産地情報の収集、抜き取り検査による商品の安全性の確認には十分配慮しておりますが、社会全般にわたる一般的な品質問題が発生し

た場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
④ 競争の激化のリスク 
 当社は、事業の性質上、主に各店舗の商圏内の同業各社との競合状況にあります。特に売場面積1,000㎡未満の店舗においては、法規制

等が少なく新規出店がしやすい状況となっております。今後当社各店舗の商圏内に新規の競合店舗が多数参入した場合、業績に影響を及ぼ

 2005年９月期 2006年９月期 2006年３月期 

自己資本比率（％） 32.7 30.4 34.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 55.1 56.3 56.8 

債務償還年数（年） 10.9 0.7 14.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 12.6 149.0 8.5 
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す可能性があります。 
 
⑤ 減損会計適用による損失計上のリスク 
 当社は、前事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しており、今後も実質的価値が低下した資産や、収益性の低い店舗等

について減損処理がさらに必要となった場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑥ 短時間労働者（パートタイマー等）に係る費用の増加リスク 

当社は、他の小売業者と同様に正社員のみならず多数の短時間労働者を雇用しております。短時間労働者に一定程度の業務を依存して

いるため、種々の要因により短時間労働者に係る費用が増大した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 法的規制によるリスク 

企業は多くの法的規制を受けております。そのため、行動指針を定め、コンプライアンスの向上につとめておりますが、これらの規則

に違反した事態が生じた場合は、行政処分を科せられることとなり顧客の信頼を失い、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
⑧ 個人情報の漏洩に関するリスク 
 個人情報の保護については、社内規程等の整備や従業員教育により、流出しないよう万全の体制をとっておりますが、万一、個人情報が

流出した場合は、社会的信用が低下し、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑨ 自然災害、事故等に関するリスク 

 当社は、安全で快適な店舗づくりという観点から、自然災害や事故等からお客さまを守るため、防災マニュアルの整備、避難訓練の実施

等、平素より予想される事態の対策を講じておりますが、自然災害により取引先の工場、輸送手段が被災し、商品供給が影響を受けた場合

や大規模な事故の発生により、店舗やその他の事業活動が一部中断せざるを得ないような場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩ 不動産価格の上昇に伴うリスク 

 当社では、不動産の取得及び賃借を行うため、不動産価格が上昇した場合、不動産及び賃借に係る費用が増加することとなります。また、

当社が負担すべき賃料の増額分をテナントから受領する賃貸収入によって賄うことができなくなる可能性があります。 
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中間財務諸表等 
中間財務諸表 
①中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(2005年９月30日) 

当中間会計期間末 

(2006年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(2006年３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  267,497 1,207,471 181,191 

２ 売掛金  286,059 496,775 311,148 

３ たな卸資産  1,560,557 1,578,084 1,550,232 

４ 繰延税金資産  263,336 246,669 232,262 

５ その他  1,137,869 1,414,753 1,247,700 

６ 貸倒引当金  △13,392 △11,142 △11,166 

流動資産合計   3,501,928 17.5  4,932,613 23.3  3,511,368 17.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物  4,949,188 4,859,410 4,866,450 

(2) 土地  1,804,815 1,804,815 1,804,815 

(3) その他  998,010 1,140,395 1,017,355 

有形固定資産合計  7,752,014 7,804,621 7,688,620 

２ 無形固定資産  150,772 99,439 127,861 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  373,755 417,174 446,289 

(2) 関係会社株式  171,826 ― ― 

(3) 建設協力金  4,036,785 3,751,902 3,825,792 

(4) 敷金・保証金  3,071,194 3,142,899 3,071,015 

(5) 繰延税金資産  386,965 393,127 364,952 

(6) その他  616,393 659,686 632,080 

(7) 貸倒引当金  △72,794 △67,666 △68,996 

投資その他の 
資産合計 

 8,584,126 8,297,123 8,271,134 

固定資産合計   16,486,912 82.5 16,201,184 76.7  16,087,617 82.1

資産合計   19,988,841 100.0 21,133,797 100.0  19,598,985 100.0
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前中間会計期間末 

(2005年９月30日) 

当中間会計期間末 

(2006年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(2006年３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
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形 ※３ 37,957 55,142 27,744 

２ 買掛金  5,218,882 6,778,682 4,898,530 

３ 短期借入金  1,416,107 ― 446,881 

４ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

 829,150 1,061,800 996,650 

５ 設備関係支払手形 ※３ 230,947 785,405 225,612 

６ 未払法人税等  31,858 146,267 49,673 

７ その他 ※４ 1,628,715 1,800,275 1,598,081 

流動負債合計   9,393,618 47.0 10,627,573 50.3  8,243,173 42.1

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  1,939,250 2,113,650 2,644,550 

２ 退職給付引当金  138,678 178,635 159,212 

３ 役員退職慰労引当金  26,255 36,201 32,174 

４ 預り保証金  1,554,220 1,381,953 1,465,335 

５ その他  440,541 371,859 387,989 

固定負債合計   4,098,946 20.5 4,082,300 19.3  4,689,262 23.9

負債合計   13,492,565 67.5 14,709,873 69.6  12,932,436 66.0
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前中間会計期間末 

(2005年９月30日) 

当中間会計期間末 

(2006年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(2006年３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
(％)

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,176,445 5.9 ― ―  1,176,445 6.0

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金    1,206,839 ― 1,206,839 

   資本剰余金合計   1,206,839 6.0 ― ―  1,206,839 6.2

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  78,630 ― 78,630 

 ２ 任意積立金  5,918,000 ― 5,918,000 

 ３ 中間(当期) 
未処理損失 

 1,781,706 ― 1,656,612 

   利益剰余金合計   4,214,923 21.1 ― ―  4,340,017 22.1

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金 

  113,401 0.6 ― ―  158,599 0.8

Ⅴ 自己株式       △215,332 △1.1 ― ―  △215,352 △1.1

  資本合計   6,496,275 32.5 ― ―  6,666,549 34.0

  負債・資本合計   19,988,841 100.0 ― ―  19,598,985 100.0

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 1,176,445 5.5  ― ―

 ２ 資本剰余金      

 （1）資本準備金  ― 1,206,839 ― 

資本剰余金合計   ― ― 1,206,839 5.7  ― ―

 ３ 利益剰余金    

（1）利益準備金  ― 78,630 ― 

（2）その他利益剰余金    

   別途積立金  ― 4,118,000 ― 

   繰越利益剰余金  ― △81,885 ― 

   利益剰余金合計   ― ― 4,114,744 19.5  ― ―

４ 自己株式   ― ― △215,352 △1.0  ― ―

  株主資本合計   ― ― 6,282,676 29.7  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価 
差額金 

  ― 141,246  ―

  評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 141,246 0.7  ― ―

  純資産合計   ― ― 6,423,923 30.4  ― ―

  負債・純資産合計   ― ― 21,133,797 100.0  ― ―
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②中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 2005年４月１日 
至 2006年３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   30,689,247 100.0 30,562,616 100.0  59,984,664 100.0

Ⅱ 売上原価   23,975,278 78.1 23,440,170 76.7  46,509,706 77.5

売上総利益   6,713,968 21.9 7,122,445 23.3  13,474,957 22.5

Ⅲ 営業収入   648,341 2.1 632,146 2.1  1,281,202 2.1

営業総利益   7,362,310 24.0 7,754,591 25.4  14,756,160 24.6

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１  7,113,288 23.2 7,338,821 24.0  14,169,968 23.6

営業利益   249,021 0.8 415,770 1.4  586,191 1.0

Ⅴ 営業外収益    

受取利息   21,791 21,859  43,917

その他 ※２  17,590 41,108  59,993

営業外収益合計   39,381 0.1 62,968 0.2  103,911 0.2

Ⅵ 営業外費用    

支払利息   17,434 17,833  34,468

その他   4,234 4,277  12,850

営業外費用合計   21,669 0.0 22,110 0.1  47,319 0.1

経常利益   266,733 0.9 456,627 1.5  642,783 1.1

Ⅶ 特別利益 ※３  7,522 0.0 1,840 0.0  13,246 0.0

Ⅷ 特別損失 ※4､5  2,481,667 8.1 512,575 1.7  2,682,877 4.5

税引前中間(当期) 
純損失 

  2,207,410 △7.2 54,107 △0.2  2,026,847 △3.4

法人税、住民税 
及び事業税 

 18,056 129,753 51,076 

過年度法人税、 
住民税及び事業税 

 41,879 ― 41,879 

法人税等調整額  △276,872 △216,937 △0.7 △30,819 98,934 0.3 △254,423 △161,468 △0.3

中間(当期)純損失   1,990,473 △6.5 153,041 △0.5  1,865,379 △3.1

前期繰越利益   208,767 ―  208,767

中間(当期)未処理 
損失 

  1,781,706 ―  1,656,612
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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 2006年４月１日 至 2006年９月30日） 
      (単位:千円) 

株主資本 評価・換算差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

項目 
資本金 資本 

準備金 

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益

剰余金(注)1

利益  

剰余金

合計

自己

株式

株主資本

合計 

その他 

有価証券 

評価 
差額金 

評価･換算

差額等 

合計 

純資産

合計 

2006年３月31日残高 1,176,445 1,206,839 1,206,839 78,630 4,261,387 4,340,017 △215,352 6,507,949 158,599 158,599 6,666,549

中間会計期間中の変動額     

2006 年６月株主総会決議に基

づく利益処分による任意積立金

取崩項目(注)2 
  ― ― ―   ―

2006 年６月株主総会決議に基

づく利益処分項目(注)3   △72,231 △72,231 △72,231   △72,231

 中間純利益   △153,041 △153,041 △153,041   △153,041

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
  △17,352 △17,352 △17,352

中間会計期間中の変動額合計 ― ― ― ― △225,273 △225,273 ― △225,273 △17,352 △17,352 △242,625

2006年９月30日残高 1,176,445 1,206,839 1,206,839 78,630 4,036,114 4,114,744 △215,352 6,282,676 141,246 141,246 6,423,923

 
(注)1．その他利益剰余金の内訳    
                       (単位：千円) 

項 目 別途積立金 
繰越利益 剰

余金 
合計 

2006年３月31日残高 5,918,000 △1,656,612 4,261,387 

中間会計期間中の変動額    

2006 年６月株主総会決議に基

づく利益処分による任意積立金

取崩項目(注)2 

△1,800,000 1,800,000 ― 

2006 年６月株主総会決議に基

づく利益処分項目(注)3 
 △72,231 △72,231 

 中間純利益  △153,041 △153,041 

 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 △1,800,000 1,574,726 △225,273 

2006年９月30日残高 4,118,000 △81,885 4,036,114 

 
(注)2．2006年６月定時株主総会決議に基づく利益処分による任意積立金取崩項目は次のとおりであります。 
    任意積立金取崩額 
     1．別途積立金取崩額  1,800,000千円  
 
(注)3．2006年６月定時株主総会決議に基づく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         67,931千円 
     2．役員賞与金       4,300千円 
     合計           72,231千円 
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４．中間キャッシュ・フロー計算書 

 

前中間会計期間及び前事業年度については連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、当中間会計期間に係る中間

キャッシュ・フロー計算書のみ記載しております。 

（単位：千円） 

 
当中間会計期間 

(自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日) 

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

１ 税引前中間純損失(△) △54,107 

２ 減価償却費 377,643 

３ 減損損失 479,416 

４ 退職給付引当金の増加額 19,423 

５ 貸倒引当金の減少額 △1,354 

６ 役員退職慰労引当金の増加額 4,027 

７ 受取利息及び受取配当金 △23,515 

８ 支払利息 17,833 

９ 固定資産除却損 6,212 

10 売掛金の増加額 △185,626 

11 たな卸資産の増加額 △27,852 

12 仕入債務の増加額 1,907,549 

13 未払金の増加額 56,245 

14 未払費用の増加額 141,400 

15 未払消費税の減少額 △34,869 

16 役員賞与の支払額 △4,300 

17 預り保証金の減少額 △82,512 

18 その他 △210,010 

小計 2,385,603 

19 利息及び配当金の受取額 16,519 

20 利息の支払額 △15,796 

21 法人税等の支払額 △33,160 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,353,165 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 有形固定資産の取得による支出 △254,308 

２ 敷金の支払による支出 △73,810 

３ 敷金の回収による収入 1,926 

４ 建設協力金の支払による支出 △150,166 

５ 建設協力金の回収による収入 193,311 

６ 貸付けによる支出 △500 

７ 貸付金の回収による収入 283 

８ その他 △63,322 

投資活動によるキャッシュ・フロー △346,584 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 短期借入金の減少額 △446,881 

２ 長期借入金の返済による支出 △465,750 

３ 配当金の支払額 △67,668 

財務活動によるキャッシュ・フロー △980,300 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 1,026,280 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 181,191 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,207,471 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

項目 
前中間会計期間 

(自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日) 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

(1) たな卸資産 

商品 

生鮮食品及び本部在庫品 

最終仕入原価法 

上記以外の商品 

「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 

(1) たな卸資産 

商品 

本部在庫品 

最終仕入原価法 

上記以外の商品 

「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 

 

(1) たな卸資産 

商品 

生鮮食品及び本部在庫品 

最終仕入原価法 

上記以外の商品 

「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 

 

 

（会計処理の変更） 

 当社は、従来、たな卸資産の

うち生鮮食品の評価方法につい

て最終仕入原価法を採用してお

りましたが、当中間会計期間よ

り「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

法に変更いたしました。 

 この変更は、売価還元平均原

価法による損益管理の体制が安

定的に運用できるようになった

ことを契機として、物価変動の

損益に与える影響を極力排除

し、期間損益をより適正に表示

するために行ったものでありま

す。 

 この変更により、従来の方法

によった場合と比較して、たな

卸資産が8,339千円増加すると

ともに、営業利益、経常利益は

同額増加し、税引前中間純損失

は同額減少しております。 

 

 

 

１ 資産の評価基

準及び評価方

法 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日) 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

 (2) 有価証券 

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) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

(2) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部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) 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

(2) 有価証券 

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 

期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 

同左 

 

２ 固定資産の減

価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

経済的耐用年数に基づく定額

法 

各資産別の耐用年数として以

下の年数を採用しております。

建物 

(営業店舗)  

    15～30年 

(事務所)  

    38～50年 

(建物付属設備) 

３～18年 

その他 

(構築物)  

    ３～20年 

(車両運搬具) 

４～６年 

(器具備品)  

２～20年 

 
 

(1) 有形固定資産 

経済的耐用年数に基づく定額

法 

各資産別の耐用年数として以

下の年数を採用しております。

建物 

(営業店舗)  

    15～20年 

(事務所)  

      38年 

(建物付属設備) 

３～18年 

その他 

(構築物)  

    ３～20年 

(車両運搬具) 

４～６年 

(器具備品)  

３～20年 
 

(1) 有形固定資産 

経済的耐用年数に基づく定額

法 

各資産別の耐用年数として以

下の年数を採用しております。

建物 

(営業店舗)  

    15～20年 

(事務所)  

   38年 

(建物付属設備) 

 ３～18年 

その他 

(構築物)  

    ３～20年 

(車両運搬具) 

    ４～６年 

(器具備品)  

    ２～20年 
 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。

なお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

を採用しております。 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日) 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

３ 引当金の計上

基準 

(1) 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損

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。 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による定

額法により費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

としております。 

 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による定

額法により費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法によ

り、按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理する

こととしております。 

 (3) 閉店損失引当金 

店舗閉店に伴い発生する損失

に備え、店舗閉店により見込まれ

る中途解約違約金及び原状回復

費等の閉店関連損失見込額を計

上しております。 

 なお、当中間期の計上額はあり

ません。 

 

(3) 閉店損失引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(3) 閉店損失引当金 

店舗閉店に伴い発生する損失

に備え、店舗閉店により見込ま

れる中途解約違約金及び原状回

復費等の閉店関連損失見込額を

計上しております。 

なお、当事業年度末の計上額

はありません。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備

え、内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

え、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日) 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

４ 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 

５ 中間キャッシ

ュ・フロー計算

書における資

金の範囲 

―――――  中間キャッシュ・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。 

 

――――― 

６ その他中間財

務諸表(財務諸

表)作成のため

の基本となる

重要な事項 

 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。

 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前中間会計期間 
(自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日) 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「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」（企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第６

号）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

及び経常利益はそれぞれ107,568千円増

加し、税引前中間純損失が2,163,421千円

増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改

正後の中間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。 

 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「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」（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６号）

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

及び経常利益はそれぞれ211,898千円増

加し、税引前当期純損失は2,108,788千円

増加しております。 

 なお、減損損失累計額については、改

正後の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。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号） 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」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は6,423,923千円であります。

 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財務諸表は、

改正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

 

――――― 
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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 
(2005年９月30日) 

当中間会計期間末 
(2006年９月30日) 

前事業年度末 
(2006年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 
5,614,236 千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 
6,071,912 千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 
5,776,977 千円

２ 当社は、資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行２行と当座貸越契

約を締結しております。この契約に

基づく当中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

当座貸越限度額  2,500,000千円 

借入実行残高   1,416,107千円 

差引額      1,083,892千円 

 

２ 当社は、資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行２行と当座貸越契

約を締結しております。この契約に

基づく当中間会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

当座貸越限度額  2,500,000千円 

借入実行残高       ―千円 

差引額      2,500,000千円 

２ 当社は、資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行２行と当座貸越契

約を締結しております。この契約に

基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

当座貸越限度額 2,500,000千円 

借入実行残高   446,881千円 

差引額     2,053,118千円 

――――― ※３ 中間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、当中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の中間

会計期間末日満期手形が、中間会計

期間末残高に含まれております。 

支払手形      17,260千円 

設備関係支払手形 103,761千円 

 

――――― 

※４ 消費税等の取扱い 

 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、金額的重要性が乏

しいため、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

 

※４ 消費税等の取扱い 

同左 

――――― 
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日) 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

※１ 減価償却実施額 ※１ 減価償却実施額 ※１ 減価償却実施額 

有形固定資産    282,661千円 有形固定資産   313,750千円 有形固定資産    577,848千円

無形固定資産     28,464千円 

 

無形固定資産    27,516千円 無形固定資産     56,999千円

※２ その他営業外収益のうち主要項目 ※２ その他営業外収益のうち主要項目 ※２ その他営業外収益のうち主要項目

有価証券利息及び 
受取配当金      1,401千円 

有価証券利息及び 
受取配当金      1,656千円 

有価証券利息及び 
受取配当金       2,638千円 

雑収入        16,188千円 

 

雑収入        39,452千円 

 

雑収入        57,354千円 

 

※３ 特別利益のうち主要項目 ※３ 特別利益のうち主要項目 ※３ 特別利益のうち主要項目 

前期損益修正益 691千円

投資有価証券売却益 3,101千円

貸倒引当金戻入益 3,729千円

 
 

貸倒引当金戻入益 1,354千円

 
 

投資有価証券売却益 4,352千円

貸倒引当金戻入益 7,444千円

 
 

※４ 特別損失のうち主要項目 ※４ 特別損失のうち主要項目 ※４ 特別損失のうち主要項目 

前期損益修正損 3,335千円

固定資産除却損 46,080千円

減損損失     2,270,989千円

自家発電機停止費用 133,811千円

リース解約違約金 23,528千円

 
 

前期損益修正損 983千円

固定資産除却損 6,212千円

減損損失 479,416千円

示談解決金 15,000千円

リース解約違約金 8,595千円

 
 

固定資産除却損 69,808千円

減損損失                            2,320,686千円 

子会社株式売却損 94,826千円
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前中間会計期間 

(自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日) 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

※５ 減損損失 

当中間会計期間において、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。 

（1）減損損失を認識した資産グループの

概要 

用途 種類 場所 物件数 
金額 

（千円） 

店舗 建物等 
空知 
支庁 

1 337,858  

店舗 
等 

土地及
び建物
等 

石狩 
支庁 

7 927,563  

店舗 
土地及
び建物
等 

後志 
支庁 

2 411,422  

店舗 建物等 
上川・ 
留萌 
支庁 

2 392,805  

遊休 
資産 

土地 
石狩 
支庁 

1 201,339  

合計 13 2,270,989  
 

※５ 減損損失 

当中間会計期間において、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。 

（1）減損損失を認識した資産グループの

概要 

用途 種類 場所 物件数
金額 

（千円） 

店舗 建物等
石狩
支庁

1 64,032 

店舗 建物等
上川
支庁

1 210,000 

店舗 建物等
釧路
支庁

1 205,383 

合計 3 479,416 

 

 

※５ 減損損失 

当事業年度において、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。 

（1）減損損失を認識した資産グループの

概要 

用途 種類 場所 物件数 
金額 

（千円） 

店舗 建物等 
空知 
支庁 

1 337,858 

店舗
等 

土地及
び建物
等 

石狩 
支庁 

8 977,261 

店舗
土地及
び建物
等 

後志 
支庁 

2 411,422 

店舗 建物等 
上川・ 
留萌 
支庁 

2 392,805 

遊休
資産

土地
石狩 
支庁 

1 201,339 

合計 14 2,320,686 
 

（2）減損損失の認識に至った経緯 

店舗における営業活動及び賃貸用不動

産から生ずる損益が継続してマイナスま

たは継続してマイナスとなる見込みであ

る資産グループ及び、遊休状態にあり今

後の使用目処が立っていない資産グルー

プ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。 

 

（3）減損損失の金額 

種類 金額（千円） 

建物 1,087,995 

土地 359,344 

有形固定資産(その他) 185,270 

リース資産 574,577 

その他       ※ 63,801 

合計 2,270,989 

※その他には、無形固定資産、投資その

他の資産の「その他」に含まれている長

期前払費用を含んでおります。 

 

（4）資産のグルーピングの方法 

キャッシュ・フローを生み出す最小単

位として、店舗を基礎としてグルーピン

グしております。また、賃貸用不動産及

び遊休資産については個別の物件単位毎

にグルーピングしております。 

 

（2）減損損失の認識に至った経緯 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）減損損失の金額 

種類 金額（千円）

建物 290,076

有形固定資産(その他) 88,440

リース資産 86,210

その他       ※ 14,690

合計 479,416

※その他には、無形固定資産、投資その

他の資産の「その他」に含まれている長

期前払費用を含んでおります。 

 

 

（4）資産のグルーピングの方法 

同左 

（2）減損損失の認識に至った経緯 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）減損損失の金額 

種類 金額（千円）

建物 1,115,873

土地 359,344

有形固定資産(その他) 190,395

リース資産 589,872

その他       ※ 65,200

合計 2,320,686

※その他には、無形固定資産、投資その

他の資産の「その他」に含まれている長

期前払費用を含んでおります。 

 

（4）資産のグルーピングの方法 

同左 
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前中間会計期間 

(自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日) 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

（5）回収可能価額の算定方法 

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

ては固定資産税評価額等を基に算定した

金額により、その他の固定資産について

は不動産鑑定士による不動産鑑定評価基

準または取引事例等を勘案した合理的な

見積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

3.0％で割り引いて算定しております。 

 

（5）回収可能価額の算定方法 

同左 

（5）回収可能価額の算定方法 

同左 

 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 

当中間会計期間（自 2006年４月１日 至 2006年９月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 6,941,350 ― ― 6,941,350 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(株) 148,221 ― ― 148,221 

 

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

４．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 

2006年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 67,931 10 2006年３月31日 2006年６月26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当中間会計期間後となるもの 

    該当事項はありません。 
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前中間会計期間及び前事業年度については連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、当中間会計期間に係る中間キャ

ッシュ・フロー計算書関係の注記事項のみ記載しております。 

 

前中間会計期間 
(自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日) 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31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記載されている科

目の金額との関係 

（2006年９月30日現在）

現金及び預金勘定  1,207,471千円

現金及び現金同等物 1,207,471千円

 

――――― 

 ２ 重要な非資金取引の内容 

該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 

 
ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 
 
 
 

（有価証券関係） 
 

前中間会計期間及び前事業年度に係る「有価証券関係」（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは除く）に関する注記につ

いては、連結財務諸表における注記事項として記載しているため、当中間会計期間のみ記載しております。 

なお、前中間会計期間及び前事業年度において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（当中間会計期間）（2006年９月30日現在） 
(1) その他有価証券で時価のあるもの 

（単位:千円）

当中間会計期間末 

（2006年９月30日現在） 
区分 

取得原価 
中間貸借対照表 

計上額 
差額 

その他有価証券 

株式 

 

180,182 

 

417,174 

 

236,991 

合計 180,182 417,174 236,991 

 

 (2) 時価のない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 
該当事項はありません。 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

 

前中間会計期間及び前事業年度に係る「デリバティブ取引関係」に関する注記については、連結財務諸表における注記事項として記

載しているため、当中間会計期間のみ記載しております。 

 

当中間会計期間（自 2006年４月１日 至 2006年９月30日） 

当社は、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） 

 

前中間会計期間及び前事業年度については連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間のみ記載しております。 

 

当中間会計期間（自 2006年４月１日 至 2006年９月30日） 

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 2005年４月１日 
至 2005年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日) 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

１株当たり純資産額 

            956円30銭 

１株当たり中間純損失 

             293円01銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

               ― 

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間純

損失であり、また、潜在株式がない

ため記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 

            945円65銭

１株当たり中間純損失 

              22円53銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 

               ― 

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間純

損失であり、また、潜在株式がない

ため記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 

            981円37銭

１株当たり当期純損失 

            275円23銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

               ― 

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、１株当たり当期純

損失であり、潜在株式がないため記

載しておりません。 

 

 

（注）１株当たり当期純損失の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 2005年４月１日 
至 2005年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日) 

前事業年度 
(自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日) 

中間純損失 

             1,990,473千円 

 普通株式に係る中間純損失 

1,990,473千円 

 普通株式の期中平均株式数 

                  6,793,141株 

中間純損失 

               153,041千円 

 普通株式に係る中間純損失 

 153,041千円

 普通株式の期中平均株式数 

                  6,793,129株

 

 当期純損失 

            1,865,379千円 

 普通株主に帰属しない金額 

             4,300千円 

（うち利益処分による役員賞与金） 

           （4,300千円） 

普通株式に係る当期純損失 

            1,869,679千円

 普通株式の期中平均株式数 

                6,793,159株
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生産、受注及び販売の状況 

 
（品目別販売実績） 

（単位：千円） 
前中間会計期間 

（自 2005年４月１日 
至 2005年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 2006年４月１日 
至 2006年９月30日） 

前事業年度 
（自 2005年４月１日 
至 2006年３月31日） 

期  別 

 

 品  目  
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

農 産 3,520,047 
％

11.5 3,422,832 
％

11.2 6,723,628 
％

11.2 

水 産 2,557,926 8.3 2,437,898 8.0 5,224,250 8.7 

畜 産 2,988,071 9.7 2,933,246 9.6 5,754,281 9.6 

惣 菜 2,347,141 7.7 2,352,853 7.7 4,586,763 7.6 

デ イ リ ー 6,178,652 20.1 6,180,227 20.2 12,001,066 20.0 

加 工 食 品 10,023,781 32.7 10,070,616 32.9 19,681,845 32.8 

家 庭 用 品 1,548,282 5.0 1,583,133 5.2 3,044,201 5.1 

衣 料 品 334,091 1.1 323,189 1.1 658,144 1.1 

そ の 他 1,191,253 3.9 1,258,618 4.1 2,310,482 3.9 

合 計 30,689,247 100.0 30,562,616 100.0 59,984,664 100.0 

（注） 1. 上記金額は、品目別売上高であり営業収入は含まれておりません。 
    2. その他はたばこ・催事等であります。 
 

 

 

 


