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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 (百万円未満切り捨て)

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 16,307 ( △2.9) 475 ( △16.0) 529 ( △14.2)

17年９月中間期 16,799 ( △0.1) 566 (  68.0) 617 (  48.9)

18年３月期 34,228 1,331 1,421

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 232 ( △14.3) 33 72 － －

17年９月中間期 271 ( 264.0) 40 26 － －

18年３月期 680 100 34 99 87

(注)①持分法投資損益 18年９月中間期 △0 百万円 17年９月中間期 0百万円 18年３月期 22百万円
②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 6,905,472株 17年９月中間期 6,748,303株 18年３月期 6,779,108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であります。

(2）連結財政状態 （百万円未満切り捨て）

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９月中間期 11,491 5,659 49.2 821 51

17年９月中間期 11,527 5,152 44.7 763 55

18年３月期 11,672 5,594 47.9 815 41

(注)期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 6,889,022株 17年９月中間期 6,748,222株 18年３月期 6,860,422株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切り捨て）

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９月中間期 77 △231 28 3,737

17年９月中間期 494 △303 △117 3,564

18年３月期 807 △216 △217 3,863

(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 －社 持分法適用関連会社数 ２社

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

２．平成19年１月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年１月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 27,400 1,100 500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　72円58銭
※①平成19年１月期は決算期変更のため10ヶ月決算となります。
　②上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　平成18年９月30日における当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社と関係会社８社（子会社５社、関連会社

２社及び親会社１社）で構成されており、食肉等の小売業を主たる事業として、その他に食肉等の製造・加工業を営んで

おります。親会社であるエスフーズ㈱とは、当社、子会社及び関連会社との間に営業上の取引があります。

会社名 事業内容

当社 持株会社

㈱オーエムツーミート 食肉等の小売業

㈱オーエムツーデリカ 惣菜等の小売業

㈱デリフレッシュフーズ 食肉等の製造・加工業

㈱スターチェーン丸進 スーパー・マーケット経営

㈲コスモ丸進 スーパー・マーケット経営 

㈱アイオ－ 食肉等の小売業

㈱エスオー 小売業店舗運営管理業

エスフーズ㈱ 食料品等の製造・加工業

　（注）㈱オーエムツーミート、㈱デリフレッシュフーズ及び㈱スターチェーン丸進は特定子会社に該当しております。

 

　以上の関係を図示すると次ページのようになります。
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２．経営方針

１．当社グループの経営の基本方針

  当社グループは「活力ある個人を創造し食文化の向上に貢献する」という社会的使命を全ての活動の指針とし、お客様

の満足を追求しお応えする「お客様第一主義」を創業以来の精神としております。食肉小売を主体とした事業活動を通じ、

お客様・従業員・お得意先・地域社会に対し責任を継続的に果たしていくと共に、企業価値を高めることを通して株主に

報いることを経営の基本方針としております。

２．会社の利益配分に対する基本方針

  当社グループは株主の利益を最も重要な課題の一つとしてとらえ、効率経営などを通じ企業価値の増大を図り、安定配

当を行なうことを経営の基本方針としてまいりました。今後についてもこの基本方針に則り、将来の事業展開を総合的に

勘案した上で株主還元を行なってまいります。また内部留保金は経営体質の一層の充実、並びに新規出店、新規事業分野

への展開などに役立てることを基本としております。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

  当社は当社株式の流動性を高め、個人投資家の拡大を狙いとして既に１単元の株式数を100株に引下げており、今後も株

主利益の観点から必要に応じ検討を加えてまいります。

４．中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

  流通・小売業界を取り巻く環境は消費の構造変化と量的減少、競争の激化等により厳しさを増しております。また食肉

業界にあっては、平成13年のＢＳＥ問題以来、さまざまな困難な問題が発生し、食肉消費が大きく落ち込む事態に至りま

した。しかしながら、官民全ての関係者による努力の結果、現在では多くの問題に解決策が実行され、再び安全、安心か

つ重要な食品として食肉の価値が見直されております。

当社グループはその中にあって、食肉小売専門店をテナントとして展開する事業を中核と位置付け、日本一の食肉小売チ

ェーングループを実現することを目標に、たゆまざる変革を推進してまいります。

当社グループの目標は、いたずらに売上規模ナンバーワンを目指すことではなく、食肉専門店として、質的に他社と差別

化された商品・サービスを、最高の競争力をもって提供することにより、お客様からナンバーワンの支持を頂くことにあ

ります。この目標実現のため、今までに蓄積されたノウハウに加え、以下の施策に取り組んでまいります。

①　食の安心・安全への取り組み

　近年とみに食の安心・安全に対する消費者の関心が高まっております。食肉のうち国産牛は個体識別の情報管理に関す

　る法律が平成16年12月に施行され、当社グループの全ての売場において固体識別番号が表示されておりますが、これを

さらに進め、生産者の顔のわかる商品開発なども推進する計画です。国産牛に限らず、豚肉・鶏肉などについても、生産

者、取り組み先企業との連携のうえ、産地・銘柄物を強化するなどの商品政策により、安心・安全はもとより品質・鮮度

においても優れた食肉を提供しお客様の負託にお応えしてまいります。

 ②　川上との連携

　当社の株主には親会社のエスフーズ㈱を始め、国内、海外の食肉及び加工品の生産・卸を主要業務とする大手食肉卸売

業者がおり、またグループ内には食肉加工品の製造を手がける子会社を有しています。これらグループ内外の関係企業と

密接な連携を組むことにより、生産地から消費者に至るサプライチェーンの中で、より安心・安全、かつ競争力のある商

品を確保し、小売業（川下）としての強固な地盤を築くことが可能な立場にあります。この他社と比べて有利な立場を最

大限に生かすべく、経営の舵取りを行ってまいります。

 ③　ローコストオペレーションの追求

　当社グループがお客様から更なる支持を得るためには良い商品をより安く、しかも継続して提供できる体制の構築が不

可欠です。当社グループは営業部門、管理部門の両部門においてコスト構造の見直しを徹底し、継続的にローコストオペ

レーションを追求してまいります。この一環として主業の㈱オーエムツーミートは平成18年10月に加工品の自社配送を開

始しており、乗軌化後は流通コストの削減と確実な品揃え効果を実現するべく、この円滑な実施に全力を挙げてまいりま

す。

④　 新たなる店舗展開

　生鮮は規模拡充が競争力に直接結びつくわけではありませんが、店舗展開は力の源泉であり、平成18年９月末現在168店

（うち、食肉小売店舗132店、惣菜小売店舗25店、スーパーマーケット11店）の店舗網を更に拡充するべく、良い出店機会

と判断される場合には積極的に対応してまいります。また、当社グループおよび当社出資先と共同して出店することによ

りメリットが拡大すると判断された場合は食肉、青果、日配、レジ業務など全体でビジネス機会を取り込んでまいります。
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より具体的には下記を重点として取り組みます。

 ・「肉処　大久保」業態の更なる強化

　　和風、高級、幅広い品揃えをコンセプトに約２年前から取り組んできた店舗業態を更に強化します。

 ・小規模店舗の取組

　　生鮮コンビニ等利便性の高い業態が成長しております。当社グループは歴史的に「店内加工」を強みとしていたこと

　　もあり、こうした業態に対する取り組みは慎重でしたが、パックセンター等製造・加工・物流のフィージビリティー

　　スタディの結果、経営合理性があれば積極的に取り組む方針です。

 ・惣菜部門の強化

　　㈱オーエムツーデリカの内部体制整備が進捗したことから、今後新業態の開発を含め店舗を厳選の上、出店を積極化

　　してまいります。

 ⑤　ＰＢ商品の強化

　当社は安心、安全でしかもおいしいをスローガンにＰＢ商品を販売しており、その一部は当社グループ内の㈱デリフレッ

シュフーズで製造しております。お客様の要望に応じて、今後ともお手ごろな価格で安心、安全でしかもおいしいＰＢ商

品の拡充・強化を図ってまいります。

 ⑥　人材の育成と店舗運営をサポートするＩＴ技術の活用

　当社グループの食肉小売は店内加工(インストア加工)を基本としており、確かな商品知識と高度な加工技術を持つスタッ

フを配することが専門店の強みと認識しております。その為、プロ集団としての技術とノウハウの更なる強化には最も力

を注いでまいります。また、店舗運営を効率的にサポートするためのＩＴ技術であるＩＮＯＳシステムを更に深化させ活

用してまいります。

 

５. 目標とする経営指標

  発行済株式数に対してＥＰＳ100円を安定的に実現できるよう全力をあげてまいります。

６．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等

エスフーズ株式会社 親会社 52.0 

株式会社東京証券取引所　

第一部

 

 （２）親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

　　　　エスフーズ㈱は当社議決権の52.0％を保有する親会社であります。 

 

 （３）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

 　　 　エスフーズ㈱は食肉等の卸売業を主業としていることから、畜産食料品の流通において当社グループは川下部分

　　　　にあたり、同社と資本、取引等の面で緊密な関係にありますが、人的関係はなく、経営の基本方針及び日常の事

        業活動については上場会社として独立性を確保しております。 

 

 （４）親会社等との取引に関する事項

  　　　当中間連結会計期間において当社、子会社及び関連会社は1,200百万円の仕入を行っております。 

 

 ７．内部管理体制の整備・運用状況

 （１）内部牽制組織、内部管理体制整備の状況

 　　　 当社は純粋持株会社であり、グループ全体の運営方針を定めている他、㈱オーエムツーミート及び㈱オーエムツ

　　　　ーデリカの管理業務を担っております。また、社長直属の内部監査室は当社の内部監査に加え、各事業会社のス

        ーパーバイザー等の指導、監査役、会計監査人との連携を適宜行っております。

　　  　社長直轄の社長室はグループコンプライアンス推進本部としての立場から各社のコンプライアンス遵守状況を監

　　　  視し内部監査室、監査役、会計監査人とも緊密な連携を保っております。

　 　　 社内規程の整備は管理本部が担当しており、社内規律の維持・向上、法令等の改正に合わせた体制の整備を目的

　 　   として対処すべき事項等について明文化を図っております。

 （２）内部管理体制の充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況

        内部監査の実施頻度を高めたほか、社長室と内部監査室、グループ主要会社のスーパーバイザーとの定期的会合

        において幅広い議論を行いました。
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　　　  規程の整備については高齢者雇用継続に係わる労使協定書の制定、公益通報者保護規程などの整備、制定を行い

　　　　ました。

        なお、内部管理体制図等につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関

　　　　する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。

 

 ８．その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等）

 　　　該当する事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

　　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、景気拡大期の中にあり、好調な企業収益、雇用情勢の改善などを通して

　好況感が幅広く持続しました。しかしながら、当社グループが主業とする食肉関連の業界においては米国産牛肉輸入が

　７月末に再解禁になった朗報はあったものの、関連当事者の体制整備の遅れから本格輸入には至らず、従って食肉価格

　の高止まり→消費者の食肉需要減退の図式が変わることはなく、厳しい環境が継続しました。

  　この様な環境の中で当社グループは競争激化の影響を受けたこと、新店の開設ペースがやや遅れ、かつ小型店舗が多

　かったことなどが影響し、経費節減を図ったものの、当中間連結会計期間における売上高は163億７百万円（対前年同

  期比2.9％減）、経常利益は５億29百万円（同14.2％減）、中間純利益は２億32百万円（同14.3％減）となりました。　

　　店舗展開面は当社単独の店舗スクラップはほぼ終了しておりますが、当中間連結会計期間においては全館の閉鎖、撤

　退の動きが目立ち閉店は合計８店となりました。一方新店は７店と低調に終わり、その結果、当中間連結会計期間末に

　おける店舗数は168店となりました。（うち食肉小売店132店、惣菜小売店25店、スーパーマーケット11店）

　　このような取り組みの結果、当中間連結会計期間における食肉等の小売業セグメントの売上高は136億78百万円（対

　前年同期比3.4％減）に、営業利益は５億83百万円（同14.0％減）となりました。

 　 商品政策につきましては、親会社、親密商社と共に豪州の長期肥育牛である「レンジャーズバレー」を有力商品とし

  て開発・育成するなど引き続き産地・銘柄明示のブランド食肉への取り組みを強化しました。また、食肉加工品につき

　ましてもグループ企業とのプライベートブランド製品の開発などを通して食の安心・安全を確かめる方法の強化に注力

　しました。

　他のセグメントである食肉等の製造・加工業におきましてはハム・ソーセージ製品等の販売は好調に推移したものの、

兼営している肉惣菜製造事業の不振から売上高は26億29百万円（同0.6％減）となり、また原材料費の高騰も影響し、営

業利益は96百万円 (同2.4％減)となりました。

 

２．財政状態

  (1）キャッシュ・フローの状況

  　当中間連結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、税金等調整前中間純利益４億59百万

　円、減価償却費１億51百万円、たな卸資産の減少額63百万円等の資金獲得があったものの、有形固定資産の取得に伴う

　支出１億74百万円、配当金の支払額１億37百万円があったこと等から、対前連結会計年度末比１億25百万円減少し、当

　中間連結会計期間末は37億37百万円となりました。　　　

　当中間連結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す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  　当中間連結会計期間において、営業活動の結果得られた資金は77百万円（対前年同期比84.4％減）となりました。

　これは税金等調整前中間純利益が４億59百万円（同16.7％減）、減価償却費が１億51百万円、たな卸資産の減少額63百

　万円等があったものの、法人税等の支払額４億18百万円（同0.5％減）があったこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  　当中間連結会計期間において、投資活動の結果使用した資金は２億31百万円（対前年同期比23.8％減) となりまし

  た。これは、新規店舗にかかわる有形固定資産の取得に伴う支出１億74百万円が主な理由です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  　当中間連結会計期間において、財務活動の結果得られた資金は28百万円（前年同期は１億17百万円の資金の流出）と

　なりました。これは、借入による収入があったこと等によるものです。

（２）キャッシュ・フロー指標のトレンド

項　　　目 17年９月中間期 18年９月中間期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 44.7 49.2 47.9

時価ベースの自己資本比率（％） 55.0 48.0 67.9

債務償還年数(年） 2.0 12.2 2.2

インタレスト・カバレッジレシオ(倍） 31.8 4.3 24.6

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
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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

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※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。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている営業活動によるキャッシュ・フ

  ロー及び利息の支払額を用いております。

※中間期での債務償還年数の計算は営業キャッシュ・フローを２倍にして計算しております。

 

３．通期の見通し

　　競争の激化、食肉価格の高値継続、新店開設の遅れなどから、当中間連結会計期間の業績は前年同期実績を下回って

　推移しております。下期についても環境は厳しいものと思われ、上期実績を踏まえ通期の見通しは以下を見込んでおり

　ます。当社グループは既に敷いた「選択と集中」の路線を着実に継続し、各事業分野において収益力の向上、物流費を

　始めとしたコスト構造を見直すことによるローコストオペレーションの実現、基本的な事項の徹底追及の３項目を引き

　続き重点的課題とし、業績向上に総力を挙げて取り組んでまいります。

　

　　　連結売上高 　　   27,400百万円 

　　　連結経常利益 　    1,100百万円 

　　　連結当期純利益       500百万円 

　　　1株当たり当期純利益   72円58銭     

  

　　　単体売上高           800百万円 

　　　単体経常利益         500百万円 

　　　単体当期純利益       270百万円 

　　　1株当たり当期純利益   39円19銭  

　※　平成19年１月期は決算期変更のため10ケ月決算となりますので前期比は記載を省略しております。  
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 ４．事業等のリスク

　　　以下において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えら

　　れる主な事項を記載しております。

      なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において、当社グループが判断したものでありま

    す。

 （１）食肉の安全性について

　　　牛に関してはＢＳＥ（牛海綿状脳症）が平成13年９月に国内で、また平成15年12月に米国で発生が確認され消費者

    の牛肉に対する不安心理が高まりました。また、鶏については平成16年１月初旬にわが国でも79年振りに鳥インフル

    エンザが発生し、３ヶ月程度著しい消費減退を招きました。豚については国内では最近大きな問題は発生しておりま

    せんが、海外では時に口蹄疫などの発生も聞かれ、人間、動物とも交流の激しい現代においては油断を許さない状況

    にあります。

　　　尤もこうした疫病等の発生の未然防止や検疫などは一企業、特に生産企業（農家）あるいは流通企業の努力の範囲

　　を超えており、国家的課題といえます。食肉小売を主体とした事業を営む当社グループといたしましては消費者の食

　　の安心・安全に対する関心の高まりに対して対処すべき課題①に記載のとおり対処してまいります。 

 （２）事業所（店舗・工場）における衛生管理

　　　食品企業、特に生鮮食料品を扱う企業の最も大きな課題は衛生管理であり、永年積み上げてきた信用が一事故で一

　　気に損なわれるリスクを孕んでいます。

　　　当社グループでは各事業所単位で作業マニュアル、手洗い・殺菌マニュアルなどに基づいた衛生管理を義務付けて

　　いることに加え、店舗巡回のスーパーバイザー等がこの実施状況を厳しく監視しております。また、食肉等の製造・

　　加工業である㈱デリフレッシュフーズはＨＡＣＣＰ（総合衛生管理製造過程）を取得しており、これに基づいた厳格

    な衛生管理を実施しております。

 （３）大口デベロッパーとの取引関係

　　　当社グループの最近の出店はほとんどが店舗デベロッパーの中にテナントとして出店するいわゆる店舗内店舗であ

　　り、出店先はスーパーマーケットを中心として百貨店、ディスカウントストアー、ホームセンターなど多岐にわたっ

　　ています。この内、同一デベロッパーに５店以上出店している先が６先あります。

　　　当社グループはいずれのデベロッパーとも友好関係を維持しておりますが、テナントの宿命として販売実績、ある

    いは総合的な取引関係等によっては退店を迫られるリスクがあり、大口先の対応によっては業績に大きな影響を及ぼ

    す可能性があります。

 （４）出店政策と競合について

　　　小売業の力とは個々の店舗の力の総和とも言えます。個々の店舗は時間の経過による老朽化、人の流れの変化、競

　　合店の出現による事業環境の悪化の可能性に常にさらされています。またデフレ社会では既存店が対前年比プラスを

　　維持するのは容易ではなく、小売業が成長を図るには新店開設が極めて重要な課題になります。しかし一方では国内

　　の多くの地域においてはオーバーストアーであり、競合店との競争に打ち勝たなければ営業収益の悪化や、閉鎖コス

　　トの増額などで特別損失が膨らむなどの可能性があります。当社グループにおいても上記のような可能性の埒外にあ

    るわけではありません。

 （５）店舗の賃借に基づくリスク

　 　当社グループの店舗は、そのほとんどが賃借物件であり、設備投資負担が極めて軽いといったメリットがあるもの

  　の賃貸人側の事情により賃貸契約を解約される可能性があります。また、当中間連結会計期間末現在において総額12

　　億58百万円の敷金保証金を差し入れておりますが、賃貸人の信用力の悪化あるいは倒産等があれば、その一部が回収

　　できなくなる可能性があります。
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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９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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 ※３ 3,608,051 3,788,352 3,910,035

２．受取手形及び売掛
金

488,067 631,364 488,641

３．テナント未収入金 ※１ 886,533 898,595 979,254

４．たな卸資産 620,291 709,100 772,441

５．繰延税金資産 100,842 117,474 125,246

６．未収入金 251,201 221,090 232,720

７．その他 106,010 91,438 57,164

８．貸倒引当金 △9,263 △9,004 △10,258

流動資産合計 6,051,736 52.5 6,448,413 56.1 6,555,245 56.2

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産
※2,
3,4

(1)建物及び構築物 1,617,203  1,584,537  1,600,338  

(2)機械装置及び運搬
具

302,857  324,951  299,135  

(3)土地 589,596  567,475  567,475  

(4)その他 206,132  196,121  211,586  

(5)減損損失累計額 △336,961  △295,220  △324,541  

有形固定資産合計  2,378,828 20.6  2,377,864 20.7  2,353,995 20.2

２　無形固定資産 52,518 0.5 27,446 0.2 28,644 0.2

３　投資その他の資産

(1)投資有価証券 699,234  448,554  544,137  

(2)繰延税金資産 138,390  204,487  167,173  

(3)敷金保証金  ※３ 1,352,062  1,258,288  1,253,759  

(4)保険積立金 726,196  665,770  665,770  

(5)その他 132,158  118,385  123,472  

(6) 貸倒引当金 △3,871  △57,917  △19,985  

投資その他の資産合
計

3,044,170 26.4 2,637,568 23.0 2,734,327 23.4

固定資産合計 5,475,516 47.5 5,042,879 43.9 5,116,967 43.8

資産合計 11,527,253 100.0 11,491,293 100.0 11,672,213 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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．買掛金 2,681,408 2,375,073 2,514,941

２．短期借入金 ※３ 824,397 729,000 556,000

３．一年内返済予定長
期借入金

※３ 216,830 551,620 546,732

４．未払金 545,104 507,234 538,029

５．未払法人税等 250,917 199,945 380,116

６．賞与引当金 190,982 186,701 160,327

７．その他 ※５ 388,614 331,797 396,413

流動負債合計 5,098,254 44.2 4,881,373 42.5 5,092,560 43.6

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※３ 805,266 504,583 542,576

２．長期未払金 140,649 95,565 124,045

３．退職給付引当金 209,939 212,097 214,013

４．役員退職慰労引当
金

50,038 53,837 48,774

５．その他 70,515 84,434 56,198

固定負債合計 1,276,409 11.1 950,518 8.3 985,608 8.5

負債合計 6,374,663 55.3 5,831,891 50.8 6,078,168 52.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 466,700 4.0 － － 466,700 4.0

Ⅱ　資本剰余金 1,064,000 9.2 － － 1,064,000 9.1

Ⅲ　利益剰余金 4,043,301 35.1 － － 4,442,045 38.1

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

158,541 1.4 － － 90,476 0.7

Ⅴ　自己株式 △579,953 △5.0 － － △469,177 △4.0

資本合計 5,152,589 44.7 － － 5,594,044 47.9

負債及び資本合計 11,527,253 100.0 － － 11,672,213 100.0

（純資産の部）

 Ⅰ　株主資本

 　１．資本金 － － 466,700 4.1 － －

   ２．資本剰余金 － － 1,064,000 9.2 － －

 　３．利益剰余金 － － 4,532,637 39.4 － －

 　４．自己株式 － － △438,503 △3.8 － －

 　　株主資本合計 － － 5,624,833 48.9 － －

 Ⅱ　評価・換金差額等

その他有価証券評価差
額金

－ － 34,567 0.3 － －

評価・換金差額等合計 － － 34,567 0.3 － －

　 純資産合計 － － 5,659,401 49.2 － －

   負債純資産合計 － － 11,491,293 100.0 － －
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18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 16,799,433 100.0 16,307,742 100.0 34,228,279 100.0

Ⅱ　売上原価 11,405,815 67.9 11,116,677 68.2 23,192,149 67.8

売上総利益 5,393,618 32.1 5,191,064 31.8 11,036,129 32.2

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１ 4,827,275 28.7 4,715,436 28.9 9,704,678 28.3

営業利益 566,342 3.4 475,628 2.9 1,331,451 3.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息・受取配
当金

1,844 1,204 1,977

２．家賃収入 7,896 8,007 14,290

３．持分法による投資
利益

723 － 22,833

４．その他 58,222 68,687 0.4 70,002 79,215 0.5 89,622 128,723 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 15,566 17,799 32,833

２．持分法による投資
損失

－   638   －   

３．その他 2,149 17,715 0.1 7,027 25,465 0.2 5,889 38,723 0.1

経常利益 617,314 3.7 529,378 3.2 1,421,450 4.2

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 － 1,467 354

２．固定資産売却益 ※２ 5,344 － 46,292

３．保険解約返戻金 － － 47,285

４．その他 415 5,759 0.0 58 1,525 0.0 4,361 98,293 0.2

Ⅶ　特別損失

１．貸倒引当金繰入額 － 38,145 17,175

２．貸倒損失 － － 7,777

３．固定資産売却損 ※３ 16,515 － 14,562

４．固定資産除却損 ※４ 12,452 12,772 27,822

５．店舗撤退関連費用  8,261 18,883 30,116

６．減損損失 ※６ 18,802 － 38,720

７．過年度役員退職慰
労引当金繰入額 

12,480 － 12,480

８．電話加入権評価損 － － 21,754

９．その他 ※５ 3,521 72,032 0.4 1,899 71,699 0.4 5,652 176,061 0.5

税金等調整前中間
（当期）純利益

551,040 3.3 459,204 2.8 1,343,683 3.9

法人税、住民税及び
事業税

245,428 217,809 636,389

法人税等調整額 33,936 279,364 1.7 8,513 226,323 1.4 27,078 663,467 1.9

中間（当期）純利益 271,675 1.6 232,880 1.4 680,215 2.0
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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４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高  1,064,000  1,064,000

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

1,064,000 1,064,000

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高  3,906,591  3,906,591

Ⅱ　利益剰余金増加高

　  中間（当期）純利益 271,675 271,675 680,215 680,215

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 134,965 134,965

２．自己株式処分差損 － 134,965 9,795 144,760

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

4,043,301 4,442,045

－ 13 －



  (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４月１日　至平成18年９月30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３月31日　残高

（千円）
466,700 1,064,000 4,442,045 △469,177 5,503,567

中間連結会計期間中の変動額

（千円）

新株の発行      

剰余金の配当   △137,208  △137,208

中間純利益   232,880  232,880

自己株式の取得    △26,786 △26,786

自己株式の処分   △5,080 57,460 52,380

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
  90,591 30,674 121,265

平成18年９月30日　残高

（千円）
466,700 1,064,000 4,532,637 △438,503 5,624,833

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
90,476 90,476 5,594,044

中間連結会計期間中の変動額

（千円）

新株の発行    

剰余金の配当   △137,208

中間純利益   232,880

自己株式の取得   △26,786

自己株式の処分   52,380

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）
△55,909 △55,909 △55,909

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△55,909 △55,909 65,356

平成18年９月30日　残高

（千円）
34,567 34,567 5,659,401

－ 14 －



(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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   税金等調整前中間（当
期）純利益

551,040 459,204 1,343,683

   減価償却費 134,376 151,583 279,938

   持分法による投資損益
（△利益）

△723 638 △22,833

   退職給付引当金の増減
額

△4,062 △1,915 11

   賞与引当金の増加額 30,705 26,374 50

   役員退職慰労引当金の
増加額

19,511 5,063 18,247

   貸倒引当金の増加額 29 36,678 17,139

   受取利息及び受取配当
金

△1,844 △1,204 △1,977

   支払利息 15,566 17,799 32,833

   有形固定資産売却益 △5,344 － △46,292

   有形固定資産売却損 16,515 － 14,562

   有形固定資産除却損 12,452 12,772 27,822

   減損損失 18,802 － 38,720

   その他特別利益 △4,387 △58 △51,646

   その他特別損失 6,972 2,650 57,523

   売上債権の増減額 125,546 △55,390 79,498

   たな卸資産の増減額 △19,285 63,340 △171,435

   その他の流動資産の減
少額

83,038 14,534 10,847

   仕入債務の減少額 △47,267 △166,005 △230,278

   その他の流動負債の増
減額

△2,608 △56,047 96,139

小計 929,035 510,016 1,492,552

－ 15 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

   利息及び配当金の受取
額

1,844 3,604 3,577

   利息の支払額 △15,566 △17,799 △32,833

   法人税等の支払額 △420,380 △418,450 △655,952

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

494,933 77,370 807,343

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

△3,000 △4,000 △6,001

   投資有価証券の取得に
よる支出

△1,292 △1,420 △2,492

   投資有価証券の売却に
よる収入

635 － 64,668

   有形固定資産の取得に
よる支出

△241,483 △174,560 △365,858

   有形固定資産の売却に
よる収入

24,195 2,131 29,456

   保険解約による収入 － － 125,221

 　貸付金による支出 － － △850

　 貸付金の回収による収
入

－ 2,860 －

　 その他の投資による支
出

△143,604 △111,872 △273,139

　 その他の投資による収
入

60,805 55,529 212,029

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△303,744 △231,333 △216,966

－ 16 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

　　短期借入金増減額 △257,486 173,000 △525,883

　　長期借入による収入 378,000 110,000 578,000

　　長期借入金の返済に
よる支出

△103,068 △143,105 △235,856

　　自己株式取得による
支出

△59 △26,786 －

 　 ストックオプション
の行使による収入

－ 52,380 100,920

　　配当金の支払額 △134,965 △137,208 △134,965

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△117,579 28,279 △217,785

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加額

73,609 △125,682 372,591

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

3,490,942 3,863,534 3,490,942

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 3,564,551 3,737,851 3,863,534

－ 17 －



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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　 ５社

　連結子会社名は、下記のように

なっております。

㈱オーエムツーミート

㈱オーエムツーデリカ

㈱デリフレッシュフーズ

㈱スターチェーン丸進

㈲コスモ丸進 

 

  ㈲コスモ丸進については、当中間

連結会計期間において、新たに設立

したことにより連結子会社に含める

ことにしております。

(1) 連結子会社の数　　 ５社

　連結子会社名は、下記のように

なっております。

㈱オーエムツーミート

㈱オーエムツーデリカ

㈱デリフレッシュフーズ

㈱スターチェーン丸進

㈲コスモ丸進 

 

 

(1) 連結子会社の数　　 ５社

　連結子会社名は、下記のように

なっております。

㈱オーエムツーミート

㈱オーエムツーデリカ

㈱デリフレッシュフーズ

㈱スターチェーン丸進

㈲コスモ丸進 

 

  ㈲コスモ丸進については、当連結

会計年度において、新たに設立した

ことにより連結子会社に含めること

にしております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

㈱えすいしい

㈱オーエムツーのため

 

非連結子会社は、いずれも小規模

であり、合計の総資産、売上高、中

間純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等が、

いずれも中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためでありま

す。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

㈱えすいしい

㈱オーエムツーのため

 

同左

(2) 主要な非連結子会社の名称等

㈱えすいしい

㈱オーエムツーのため

 

非連結子会社は、いずれも小規模

であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等が、

いずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためであります。

－ 18 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

２．持分法の適用に関する事

項

(1)以下の関連会社２社について、

持分法を適用しております。

㈱エスオー

㈱アイオー

 

(1)　　　　　同 左

 

 

 

(1)　　　　　同 左

 

 

(2)持分法を適用していない非連結

子会社（㈱えすいしい及び㈱オーエ

ムツーのため）及び関連会社（㈱キ

ララダイニングサービス）は、中間

純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても中間

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲から除

外しております。

(2)　　　　　同 左 (2)持分法を適用していない非連結

子会社（㈱えすいしい及び㈱オーエ

ムツーのため）及び関連会社（㈱キ

ララダイニングサービス）は、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外して

おります。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社のうち、㈱スター

チェーン丸進及び㈲コスモ丸進を除

く全ての連結子会社の中間決算日は

9月30日です。

また、㈱スターチェーン丸進及び

㈲コスモ丸進の中間決算日はそれぞ

れ8月20日及び10月31日です。中間

連結財務諸表の作成にあたり、㈱ス

ターチェーン丸進及び㈲コスモ丸進

については、中間連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく中間財務諸

表を使用しております。

　 　　　　　同 左

 

 連結子会社のうち、㈱スター

チェーン丸進及び㈲コスモ丸進を除

く全ての連結子会社の決算日は連結

決算日と一致しております。

　また、㈱スターチェーン丸進及び

㈲コスモ丸進の決算日はそれぞれ２

月20日及び４月30日です。連結財務

諸表の作成にあたり、㈱スター

チェーン丸進及び㈲コスモ丸進につ

いては、連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を使用して

おります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ．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）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ．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）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの…決算期末日の市場

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

原価は主として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

ロ．たな卸資産

主として最終仕入原価法

　ただし、一部の連結子会社につ

いては総平均法による原価法及び

売価還元法による原価法によって

おります。

ロ．たな卸資産

        同 左

ロ．たな卸資産

同 左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

方法

イ．有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降の

取得の建物（建物附属設備を除く）

については定額法を採用しておりま

す。

　なお、耐用年数及び残存価額につ

いては法人税法の規定によっており

ます。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

方法

イ．有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法を採用して

おります。

　主な耐用年数は、次のとおりであ

ります。

　建物及び構築物　　  ３～50年

　機械装置及び運搬具  ２～15年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

方法

イ．有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降の

取得の建物（建物附属設備を除く）

については定額法を採用しておりま

す。

　なお、耐用年数及び残存価額につ

いては法人税法の規定によっており

ます。

ロ．無形固定資産

定額法 

　ただし、自社利用のソフトウェア

は社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

ロ．無形固定資産

同 左

ロ．無形固定資産

同 左

ハ．長期前払費用

定額法

　耐用年数については、法人税法の

規定によっております。

ハ．長期前払費用

　定額法によっております。

ハ．長期前払費用

定額法

　耐用年数については、法人税法の

規定によっております。

(3）重要な引当金の計上基準

イ．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

倒実績率による計算額を、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

イ．貸倒引当金

同 左

(3）重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

同 左

ロ．賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため

当中間連結会計期間に対応する実際

支給見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金

同 左

ロ．賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

当期に対応する実際支給見込額を計

上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

ハ．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。

  数理計算上の差異は、各連結会計

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（5

年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしております。

ハ．退職給付引当金

同 左

 

ハ．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

計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計

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（５

年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしております。

ニ．役員退職慰労引当金 ニ．役員退職慰労引当金 ニ．役員退職慰労引当金

  当社及び連結子会社は役員の退任

に伴う退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく中間連結会計期間

末要支給額を計上しております。

同 左   当社及び連結子会社は役員の退任

に伴う退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく必要額を計上して

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

ための重要な事項

イ．消費税等の会計処理

　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

ための重要な事項

イ．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

の重要な事項

イ．消費税等の会計処理

　税抜方式によっており、控除対

象外消費税等は当連結会計年度の

費用として処理しております。

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない、取得日から3ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同　左 　同　左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は、5,659,401千円でありま

す。

　なお、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、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

  ────── 
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

  ──────  （中間連結貸借対照表）

　「無形固定資産」については、前中間連結会計期間ま

で、区別掲記しておりましたが、重要性が乏しいため一

括表示することに変更いたしました。
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  （役員退職慰労引当金）

  従来、一部の連結子会社は、役員退

職慰労引当金を計上しておりませんで

したが、当中間連結会計期間より当社

との会計方針を統一するため役員退職

慰労引当金を計上しております。

  これにより、当期の繰入額14,904千

円のうち当中間連結会計期間に係る発

生額2,424千円は、販売費及び一般管

理費に計上し、過年度相当額12,480千

円は特別損失として計上しておりま

す。

  この結果、営業利益及び経常利益は

2,424千円、税金等調整前中間純利益

は14,904千円減少しております。 

  ──────   （役員退職慰労引当金）

  従来、一部の連結子会社は、役員退

職慰労引当金を計上しておりませんで

したが、当連結会計年度より当社との

会計方針を統一するため役員退職慰労

引当金を計上しております。

  これにより、当期の繰入額16,512千

円のうち当連結会計年度に係る発生額

4,032千円は、販売費及び一般管理費

に計上し、過年度相当額12,480千円は

特別損失として計上しております。

  この結果、営業利益及び経常利益は

4,032千円、税金等調整前当期純利益

は16,512千円減少しております。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．テナント未収入金

　ショッピングセンター及び百貨店等に

テナントとして出店している店舗の未精

算分にかかる売上金の未収入金額であり

ます。

※１．テナント未収入金

同 左

※１．テナント未収入金

同 左

※２．有形固定資産の減価償却累計額は、

  3,665,704千円であります。

※２．有形固定資産の減価償却累計額は、

 3,845,888千円であります。

※２．有形固定資産の減価償却累計額は、

  3,746,181千円であります。

※３．担保に供している資産及び担保付債務

は次のとおりであります。

(イ)担保資産

※３．担保に供している資産及び担保付債務

は次のとおりであります。

(イ)担保資産

※３.担保に供している資産及び担保付債務は

次のとおりであります。

(イ)担保資産

現金及び預金    37,000千円

建物及び構築物  330,290千円

土地   337,050千円

敷金保証金 　　20,000千円

計 724,341千円

現金及び預金   37,000千円

建物及び構築物  339,305千円

土地 337,286千円

敷金保証金 　　20,000千円

計 733,591千円

現金及び預金 37,000千円

建物及び構築物 334,077千円

土地 337,050千円

敷金保証金 20,000千円

計 728,128千円

(ロ)担保付債務 (ロ)担保付債務 (ロ)担保付債務

短期借入金 295,939千円

長期借入金  428,402千円

(うち１年以内返済予

定)
( 116,870千円)

短期借入金 47,028千円

長期借入金 686,563千円

(うち１年以内返済予

定)
(195,760千円)

長期借入金 691,968千円

(うち１年以内返済予

定)
( 188,672千円)

※４．連結子会社（株）デリフレッシュフー

ズについて、収用等により取得した資産

の取得価額より控除した固定資産の圧縮

記帳累計額は、5,225,387千円であり、そ

の内訳は建物2,679,633千円、構築物

448,142千円、機械装置1,165,638千円、

土地931,972千円であります。

※４．　　　 　 　同 左 ※４．　　　　　　同 左

※５．消費税等の会計処理

未払消費税等は、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。

※５．消費税等の会計処理

同 左

※５．消費税等の会計処理

同 左

６．保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対して、債務保証を行っており

ます。

６．保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対して、債務保証を行っており

ます。

６．保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対して、債務保証を行っており

ます。

㈱キララダイニング

サービス
   10,525千円

㈱キララダイニング

サービス
5,473千円

㈱キララダイニング

サービス
7,999千円
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（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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次の通りです。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次の通りです。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次の通りです。

給料手当 1,209,059千円

テナント経費  816,775千円

地代家賃 479,345千円

賞与引当金繰入額 157,492千円

退職給付費用 24,088千円

役員退職慰労引当金繰

入額 7,031千円

給料手当 1,112,835千円

テナント経費 826,770千円

地代家賃 470,710千円

賞与引当金繰入額 139,660千円

退職給付費用 17,894千円

役員退職慰労引当金繰

入額 5,063千円

給料手当    2,415,162千円

テナント経費  1,726,617千円

地代家賃 924,258千円

賞与引当金繰入額  111,428千円

退職給付費用  50,145千円

役員退職慰労引当金繰

入額  11,896千円

※２．固定資産売却益の内訳 ※２． ※２．固定資産売却益の内訳

建物及び構築物 3,636千円

機械装置及び運搬具 11千円

その他 1,696千円

  計 5,344千円

  ────── 建物及び構築物 4,498千円

土地 40,938千円

その他 855千円

　計 46,292千円

※３．固定資産売却損の内訳 ※３． ※３．固定資産売却損の内訳

建物及び構築物 4,014千円

土地  3,526千円

その他 8,974千円

計 16,515千円

  ────── 建物及び構築物 3,720千円

工具器具備品 6,417千円

その他 4,425千円

計 14,562千円

※４．固定資産除却損の内訳 ※４．固定資産除却損の内訳 ※４．固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 3,790千円

機械装置及び運搬具 1,166千円

その他 7,494千円

計 12,452千円

建物及び構築物 9,952千円

機械装置及び運搬具 804千円

その他 2,015千円

計 12,772千円

建物及び構築物 8,078千円

機械装置及び運搬具 2,550千円

その他 17,193千円

計 27,822千円

※５．その他(特別損失)の内訳 ※５．その他(特別損失)の内訳 ※５．その他(特別損失)の内訳

重要性が低いため記載を省略しております。  同 左  同 左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※６．減損損失 ※６． ※６．減損損失

  当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。

  ──────   当連結会計年度において、当社グループは

以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。

会社名 用途 種類

減損損失

（千円）

㈱オーエ

ムツー

ミート

赤字店

舗

建物及び構

築物、その

他 6,619

㈱オーエ

ムツーデ

リカ

赤字店

舗

建物及び構

築物、その

他 12,182

合計 － － 18,802

会社名 用途 種類

減損損失

（千円）

㈱オーエ

ムツー

ミート

赤字店

舗

建物及び構

築物、その

他 26,537

㈱オーエ

ムツーデ

リカ

赤字店

舗

建物及び構

築物、その

他 12,182

合計 － － 38,720

 

   当社グループは、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として、店舗等については、

継続して収支を計上している単位で、遊休資

産については、当該資産単独で資産のグルー

ピングを行っております。

  当社グループは、保有する資産グループの

資産査定を実施し、営業活動から生ずる損益

が継続してマイナスである資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失

18,802千円を計上しました。

  回収可能価額は正味売却価額および使用価

値により測定しており、正味売却価額は公示

価格等により評価し、使用価値は将来キャッ

シュ・フローを8％で割り引いて算定しており

ます。  

   当社グループは、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として、店舗等については、

継続して収支を計上している単位で、遊休資

産については、当該資産単独で資産のグルー

ピングを行っております。

  当社グループは、期末に保有する資産グルー

プの資産査定を実施し、営業活動から生ずる

損益が継続してマイナスである資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損

損失38,720千円を計上しました。

  回収可能価額は正味売却価額および使用価

値により測定しており、正味売却価額は公示

価格等により評価し、使用価値は将来キャッ

シュ・フローを８％で割り引いて算定してお

ります。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（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）

発行済株式

普通株式 7,335 － － 7,335

合計 7,335 － － 7,335

自己株式

普通株式 475 29 58 446

合計 475 29 58 446

（注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加29千株は、取締役会決議による取得によるものであります。

　　　２.普通株式の自己株式の株式数の減少58千株は、新株予約権の権利行使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

   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（円）

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日

定時株主総会
 普通株式 137 20  平成18年３月31日  平成18年６月29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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結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９月30日現在）

※１．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掲記されている科目

の金額との関係

（平成18年９月30日現在）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

（平成18年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 3,608,051

預入期間が３か月を超

える定期預金
△43,500

現金及び現金同等物 3,564,551

（千円）

現金及び預金勘定 3,788,352

預入期間が３か月を超

える定期預金
△50,501

現金及び現金同等物 3,737,851

（千円）

現金及び預金勘定 3,910,035

預入期間が３か月を超

える定期預金
△46,501

現金及び現金同等物 3,863,534
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、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）

機械装
置及び
運搬具

321,202 203,921 11,084 106,197

その他 1,026,783 578,426 42,374 405,981

合計 1,347,985 782,347 53,459 512,178

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）

機械装
置及び
運搬具

268,767 152,873 6,330 109,563

その他 953,709 533,049 22,977 397,682

合計 1,222,477 685,922 29,307 507,246

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）

機械装
置及び
運搬具

324,260 226,731 6,647 90,880

その他 1,020,023 543,249 32,495 444,278

合計 1,344,283 769,981 39,143 535,159

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2)未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内   234,741千円

１年超  381,315千円

合計 616,056千円

    リース資産減損勘定の残高    53,459千円

１年内  209,374千円

１年超    330,661千円

合計  540,035千円

    リース資産減損勘定の残高    29,307千円

１年内 227,294千円

１年超 361,744千円

合計 589,039千円

リース資産減損勘定の残高    39,143千円

(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、減価償却費相当額及び支払利息相

当額及び減損損失

支払リース料    148,654千円

リース資産減損勘定

の取崩額

17,162千円

減価償却費相当額  147,341千円

支払利息相当額   8,529千円

減損損失    2,645千円

支払リース料  143,405千円

リース資産減損勘定

の取崩額

9,835千円

減価償却費相当額  134,293千円

支払利息相当額 7,004千円

減損損失 －千円

支払リース料 268,433千円

リース資産減損勘定

の取崩額

38,581千円

減価償却費相当額 251,395千円

支払利息相当額 14,032千円

減損損失 9,552千円

(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

注記すべき重要なオペレーティング・

リース取引はありません。

２．オペレーティング・リース取引

同 左

２．オペレーティング・リース取引

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９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 115,518 381,973 266,455

合計 115,518 381,973 266,455

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　非上場株式
250,031

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

株式 118,139 176,235 58,096

合計 118,139 176,235 58,096

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　非上場株式
186,018
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前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 116,718 268,779 152,061

合計 116,718 268,779 152,061

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　非上場株式
186,018

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

 　　　 デリバティブ取引を利用しておりますが、重要性が低いため、記載を省略しております。 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

 　　　 デリバティブ取引を利用しておりますが、重要性が低いため、記載を省略しております。 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

        デリバティブ取引を利用しておりますが、重要性が低いため、記載を省略しております。 
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

食肉等の小売
業（千円）

食肉等の製
造・加工業

（千円）
計（千円）

消去または全
社（千円）

連結（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 14,153,716 2,645,716 16,799,433 － 16,799,433

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 154,502 154,502 (154,502) －

計 14,153,716 2,800,219 16,953,936 (154,502) 16,799,433

営業費用 13,475,164 2,701,595 16,176,759 56,332 16,233,091

営業利益 678,552 98,624 777,176 (210,834) 566,342

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業に属する主要な商品

(1)食肉等の小売業……………食肉、食肉加工品等の小売業並びにスーパーマーケット経営

(2)食肉等の製造・加工業……食肉加工品及び冷凍麺等の製造・加工業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものについては、親会社本社の総務

部門等管理部門に係る費用であり、当中間連結会計期間における金額は210,834千円であります。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

食肉等の小売
業（千円）

食肉等の製
造・加工業

（千円）
計（千円）

消去または全
社（千円）

連結（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 13,678,330 2,629,411 16,307,742 － 16,307,742

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
13,626 213,834 227,460 (227,460) －

計 13,691,956 2,843,246 16,535,202 (227,460) 16,307,742

営業費用 13,108,246 2,746,962 15,855,209 (23,095) 15,832,113

営業利益 583,709 96,283 679,993 (204,364) 475,628

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業に属する主要な商品

(1)食肉等の小売業……………食肉、食肉加工品等の小売業並びにスーパーマーケット経営

(2)食肉等の製造・加工業……食肉加工品及び冷凍麺等の製造・加工業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものについては、親会社本社の総務

部門等管理部門に係る費用であり、当中間連結会計期間における金額は204,364千円であります。
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前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

食肉等の小売
業（千円）

食肉等の製
造・加工業

（千円）
計（千円）

消去または全
社（千円）

連結（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 29,013,683 5,214,595 34,228,279 － 34,228,279

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 381,635 381,635 (381,635) －

計 29,013,683 5,596,230 34,609,914 (381,635) 34,228,279

営業費用 27,444,352 5,427,955 32,872,308 24,519 32,896,827

営業利益 1,569,331 168,275 1,737,606 (406,155) 1,331,451

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業に属する主要な商品

(1）食肉等の小売業…………食肉、食肉加工品等の小売業並びにスーパーマーケット経営

(2）食肉等の製造・加工業…食肉加工品及び冷凍麺等の製造・加工業

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものについては、親会社本社の総

務部門等管理部門に係る費用であり、当連結会計年度における金額は406,155千円であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　当企業集団は本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありま

せん。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　当企業集団は本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありま

せん。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当企業集団は本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありま

せん。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　当企業集団は、海外売上高がないため該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　当企業集団は、海外売上高がないため該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当企業集団は、海外売上高がないため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４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 763円55銭

１株当たり中間純利益 40円26銭

１株当たり純資産額 821円51銭

１株当たり中間純利益 33円72銭

１株当たり純資産額 815円41銭

１株当たり当期純利益   100円34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、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないた

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

たり当期純利益金額
99円87銭

（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後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。

前中間連結会計期間
(自平成17年４月１日
至平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自平成18年４月１日
至平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自平成17年４月１日
至平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（千円） 271,675 232,880 680,215

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（千

円）
271,675 232,880 680,215

期中平均株式数（株） 6,748,303 6,905,472 6,779,108

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

普通株式増加数（株） － － 31,827

（うち新株予約権） (－) (－) (31,827)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後1株当たり中間（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類（新

株予約権の数4,370個）

──────

 

──────

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

  該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

  連結対象子会社である㈱デリフレッシュフーズは平成18年11月５日に同社の出荷ウインナーの一部に風味不良製品があ

り、当該製品を自主回収すると公告しました。本短信発表日現在消費者から健康被害の報告はありません。なお、これに

よる当連結会計年度の損益等に与える影響額については、現時点で見積もることは困難であります。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

１．食肉等の小売業

(1）販売実績

 （単位：千円）

事業の種類別セグ
メントの名称

品目
当中間連結会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前年同期比（％）

 食肉等の小売業
食肉・食肉加工品等 10,361,789 98.0

スーパーマーケット経営 3,316,541 92.6

合計 13,678,330 96.6

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）仕入実績

 （単位：千円）

事業の種類別セグ
メントの名称

品目
当中間連結会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前年同期比（％）

 食肉等の小売業
食肉・食肉加工品等 6,241,120 98.1

スーパーマーケット経営 2,395,026 91.9

合計 8,636,146 96.3

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．食肉等の製造・加工業

(1）販売実績

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前年同期比（％）

食肉等の製造・加工業 2,629,411 99.4

合計 2,629,411 99.4

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）生産実績

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間
自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日

前年同期比（％）

食肉等の製造・加工業 2,415,378 98.2

合計 2,415,378 98.2

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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