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１．18年９月期の連結業績（平成17年10月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月期 78,454 (11.1) 1,520 (31.1) 1,857 (25.8)

17年９月期 70,589 (6.4) 1,160 (△25.6) 1,476 (△18.9)

当期純利益
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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

営業収益
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年９月期 857 (10,786.4) 79 46 ――― 5.6 5.6 2.4

17年９月期 7 (△99.1)  73 ――― 0.1 4.8 2.1

（注）①期中平均株式数（連結） 18年９月期 10,796,268株 17年９月期 10,796,365株

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は対前期増減率

 ④営業収益は、売上高と営業収入の合計額であります。

(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９月期 34,979 15,603 44.6 1,444 57

17年９月期 31,793 14,927 47.0 1,382 65

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月期 10,796,242株 17年９月期 10,796,302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９月期 5,852 938 △2,302 5,808

17年９月期 2,455 △3,914 998 1,319

(4）連結範囲および持分法の適用に関する事項

連結子会社数 3社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲およ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

２．19年９月期の連結業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間 38,500 1,000 480

通期 78,000 1,900 950

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）      87円  99銭

※　上記の業績予想は、発表日時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後さまざまな

要因によって予想数値と異なる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する情報は、６ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、子会社３社で構成され、スーパーマーケット事業を主な事業内容としております。

　当社の企業集団の事業に係わる位置付けおよび事業の種類別セグメントの関連は、次のとおりであります。

（スーパーマーケット事業）

　主要な商品は生鮮食料品、一般食料品、日用雑貨他であり、当社と子会社㈱ギガ物産が販売を行っております。ま

た、生鮮食料品の一部は、子会社彩裕フーズ㈱が加工しており、当社店舗の清掃・管理サービスを子会社マミーサー

ビス㈱が行っております。

（その他の事業）

　店舗用不動産の賃貸を当社が行っております。また、子会社マミーサービス㈱が公衆浴場事業を行っております。

事業系統図

 

一    般    顧    客 他          社 

当          社 

連結子会社 

彩裕フーズ㈱ 

連結子会社 

マミーサービス㈱ 

 

非連結子会社 

マミーフーズ㈱ 

 

店舗用不動産

の賃貸 

商品販売 

生鮮食品加工 

清掃管理 

サービス 

 

連結子会社 

㈱ギガ物産 

 

公衆浴場 

サービスの流れ 商品の流れ 

商

品

販

売 

[その他の関係会社] 

住友商事㈱ 

 

 　　

 　　（注）マミーフーズ㈱は、平成16年３月10付解散により重要性がなくなったため連結の範囲から除外しております。
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２．経営方針
（１）会社の経営の基本方針

　当社は食料品を中心とする生活に密着した商品を販売し、お客様の食卓をより楽しく便利にすることをコンセプト

として「高い鮮度」「豊かな品揃え」「心温まる接客」をモットーに、地域のお客様により支持され、信頼される店

づくりを進め、スーパーマーケットとしての社会的役割を経営の基本としております。

（２）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は株主各位に対する利益還元を経営の最重要政策として位置付けており、小売業界における競争の激化に対応

した積極的な新規出店と魅力ある売場づくりを維持・強化するとともに、業績に裏付けられた成果配分を行うことと

しております。

（３）投資単位の引き下げに関する考え方および方針等

　当社は、株式の流動性向上、個人投資家層の拡大を積極的に行う方針であります。現時点におきましての投資単位

（１単元100株）は適正水準にあると考えておりますが、今後も慎重に検討を進めてまいります。

（４）中長期的な経営戦略および目標とする経営指標

　当社は、経営方針の実現に向けて、以下の項目を重点に推進しております。

①　お客様のニーズに適確に対応するため、マーチャンダイジングシステムの再構築を進め営業力強化を図って

まいります。

②　人材の育成と活性化を図るために一層の人材育成システムの構築を進めてまいります。

③　経営体質を改善するために、作業効率を中心とした企業全体のローコストオペレーションシステムの構築を

進めてまいります。

④　お客様の利便性および信頼性向上のため、標準化したフォーマットによる新規出店を実施し、一層のドミナ

ント化により競争力を高めるとともに、既存店舗の積極的な改装を進めてまいります。

⑤　安定的な利益確保を重点に考えており、売上高経常利益率4.0％（当期末2.4％）を目標とするほか、ＲＯＡ

やＲＯＥについても現在の水準からさらなる向上を図ってまいります。

（５）会社の対処すべき課題

　①　商品力の強化

　当社グループの主要営業地盤である埼玉県は、スーパーマーケットの最激戦地区とも言われ、既存店舗の業績は

ほとんど頭打ち状態となっております。厳しい経営環境化において更なる発展を目指し、常に市場ニーズに合致し

た商品の供給が求められております。そのため、企業理念にありますように「より良い商品をより安く」の実現の

ために産地開拓、仕入れルートの開拓に注力しております。また、プライベートブランドである「マミープラス」

「マミープラスプレミアム」といったより価値ある商品づくりにも弛まぬ努力を続けております。

②　人材の育成・強化

当社グループは、お客様に喜ばれる商品とサービスを提供できるように努めております。そのためには、店舗運

営においては、常にお客様に真摯に向かい合い、商品の品揃えとサービスに細心の気配りをしつつも社員の指導、

監督の出来る優秀な人材が必要です。当社は、平成17年9月に教育部を設け、実践的な人材育成を強化しておりま

す。また、本部においては、各分野において専門的知識を持ち、最新、最適な商品仕入れの出来るバイヤーなどの

育成、確保が課題です。社内研修制度の充実、外部セミナーへの活用などで人材を育成するとともに、厳正な中途

採用の活用で即戦力のアップを図ってまいります。

③　店舗開発

当社グループは、発祥の地である東松山市を始め、40店舗を擁する埼玉県、柏市内の５店舗を始め、千葉県内に

９店舗、東京都多摩地区に２店舗、「ギガマート」として10店舗と業容を拡大してまいりました。業態的には、坂

戸入西店で試みたミニＮＳＣ（近隣型ショッピングセンター）のほか、籠原店、所沢山口店等他業種のテナントを

持つ複合商業施設を展開してまいりました。今後は、大型商業施設、複合商業施設への積極的な取組みにより、よ

り集客力のある店舗づくりをしてまいります。また、地域的には埼玉県、千葉県のほか、極めて人口密度の高い東

京都、神奈川県への進出を視野に入れ、ドミナント性にも考慮しつつ積極的な店舗展開を図ってまいります。
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（６）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

 （平成18年９月30日現在）

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

住友商事株式会社

上場会社が他の会社の関

連会社である場合におけ

る当該他の会社

20.05

株式会社東京証券取引所市場一部

株式会社名古屋証券取引所市場一部

株式会社大阪証券取引所市場一部

福岡証券取引所

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

　住友商事株式会社は、当社の議決権総数の20.05％を保有する筆頭株主であります。同社から２名が当社の取締

役を兼務しております。

　取引関係につきましては、住友商事株式会社との直接取引はなく、同社の子会社から若干の商品供給を受けて

おります。

（７）その他、会社の経営上の重要な事項

 　　　該当事項はありません。
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３．経営成績および財政状態
（１）経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に民間設備投資の増加や雇用環境の改善など明るさ

が見え、漸次的ながらもいざなぎ景気を超える長期の景気回復が持続しております。しかしながら、北朝鮮の核実験

を契機とする地政学的な不安が拡大するほか、国内的には消費税をはじめとする増税懸念の拡大など消費者のマイナ

ス心理が顕在化しつつあります。小売業界においては、ダイエー・マルエツのイオングループ入りが確実視されるこ

とに加え、中堅スーパーの相次ぐイオングループへの傘下入りなど寡占化の急速な進展が見られるほか、業種・業態

を越えた企業間競争は一段と激しさを増しております。

  このような経営環境の変化に対応するために当社は、「高い鮮度」「豊かな品揃え」「心温まる接客」をモットー

に、価格競争に巻き込まれない商品力と販売力の向上に注力し、地域のお客様により一層支持され、信頼される店舗

づくりを積極的に推進してまいりました。また、当期スローガンとして「お客様に満足と感動を与える商売を追求す

る」を掲げるとともに、「営業力の強化」「経営効率の改善」「教育による利益を生み出す人づくり」を基本課題と

し、商品事業部および販売事業部を柱に、各種プロジェクトの発足等、営業体制の強化を推進してまいりました。

　営業面におきましては、発足後６年が経過した「マミークラブ」ポイントカードの継続した会員獲得と、一層のサー

ビス向上に努めてまいりました。当期末日現在のカードサービス導入店は44店、会員数は35万６千人に達しておりま

す。

  商品面におきましては、商品開発および商品調達力の向上を目指し、産地直送商品、地場野菜販売店舗の拡大、低

価格でより高品質な自社開発商品「ｍａｍｉ＋」（マミープラス）、更にワンランク上の位置付けとして「ｍａｍｉ

＋プレミアム」（マミープラスプレミアム）を開発し、販売を開始するとともに、競争力強化に向けた商品仕入原価

の低減、部門構成と品揃えの変更を実施しました。

  店舗運営におきましては、効率的な店内オペレーションと管理レベルの向上を実現するために「作業改善システム」

の導入を推進し、さらに陳列什器、陳列方法の工夫等の販売技術の向上と接客等のサービスレベルの改善を進めてま

いりました。

　株式会社マミーマートにおきましては、平成17年11月南柏店（千葉県柏市）、12月仁戸名店（千葉県千葉市）、平

成18年６月誉田店（千葉県千葉市）、７月花田店（埼玉県越谷市）の４店舗を開店いたしました。スクラップ＆ビル

ドの一環として、平成17年12月志多町店（埼玉県川越市）を閉鎖、神明町店（埼玉県川越市）を開店、平成18年４月

末広店（埼玉県桶川市）を閉鎖、桶川坂田店（埼玉県桶川市）を開店いたしました。また、苗間店（埼玉県ふじみ野

市）、深井店（埼玉県北本市）、小敷谷店（埼玉県上尾市）の３店舗を改装いたしました。

　株式会社ギガ物産におきましては、平成17年10月上日出谷店（埼玉県桶川市）、11月古河店（茨城県古河市）、平

成18年４月草加谷塚店（埼玉県草加市）、北本店（埼玉県北本市）、５月八王子別所店（東京都八王子市）の５店舗

を開店いたしました。

　この結果、当連結会計年度の業績は、営業収益784億54百万円（前連結会計年度比11.1％増）、経常利益18億57百万

円（同25.8％増）、当期純利益8億57百万円（同10,786.4％増）となりました。

 

　（２）財政状態 

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、58億８百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は、58億52百万円（前年同期比138.4％増）となりました。これは主に当連結会計年

度末日が金融機関の休日となり、翌連結会計年度に持ち越されたため、仕入債務が増加したことによるものであり

ます。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において、平成17年11月に開店した「フィールズ南柏」の店舗を流動化したこと等により、投資

活動によるキャッシュ・フローは９億38百万円（前年同期は39億14百万円の支出）の収入となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により支出した資金は、23億２百万円（前年同期は９億98百万円の収入）となりました。これは主に短

期借入金の返済によるものであります。
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［キャッシュ・フロー指標］

 平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期

自己資本比率（％） 50.9 47.0 44.6

時価ベースの自己資本比率（％） 51.8 47.6 40.2

債務償還年数（年） 3.0 2.7 0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ 140.1 52.0 95.0

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（株価終値×発行済株式総数）／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（連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払

額）

（３）次期の見通し 

　今後の経営環境につきましては、米国経済の減速の懸念と北朝鮮の核問題など政治的に不安材料もありますが、日

本経済は、原油価格の落ち着きもあり、当面は緩やかな景気回復基調が続くと見られます。また、個人消費につきま

しては、雇用・所得環境等が改善傾向にある一方で、消費税率の引き上げ等の懸念もあり、急速な改善は期待できな

いと考えられます。小売業界におきましても、新たな企業間競争はますます激しくなり、引き続き厳しい状況が続く

ものと予想されます。したがいまして、当企業集団を取り巻く経営環境は楽観視できない状況が予測されます。

　このような状況のもと、スローガンとして掲げた「お客様に満足と感動を与える商売を追及する」と「チャレンジ

＆チェンジ」の方針のもと、「営業力の強化」と「経営効率の改善」を、過去の経験にとらわれることなく取り組ん

でまいります。

　新規出店につきましては、当社においては平成19年５月船橋日大前店（千葉県船橋市）、７月飯能中山店（埼玉県

飯能市）の２店舗を予定しております。また、売場面積と売上のバランスをとり、効率的な売場づくりを目指す小規

模改装も10店舗程度予定しております。

　株式会社ギガ物産におきましては、２店舗程度の新規出店を計画しております。

　平成19年９月期の年間業績の見通しは、次のとおりであります。

売上高 78,000百万円（前連結会計年度比　1.2％増）

経常利益 1,900百万円（       同 　　　　2.3％増）

当期純利益 950百万円（　　 　同　　 　 10.7％増）

 (注）従来、経営成績および業績予想について、売上高と営業収入の合計額を「営業収益」として表示しておりまし

たが、売上総利益の額を明確にするため、平成19年９月期より売上高のみを表示することにいたしました。

（４）事業等のリスク

①　競争環境の激化

　当社の本店が所在する埼玉県内においては、他業種店舗を含めた商業施設の開店が相次ぐなど、生き残りをかけ

た店舗間競争が熾烈化する状況にあります。品揃えの充実や販売力の強化等により活性化を図っておりますが、当

社グループの経営成績に影響を受ける可能性があります。

②　事業所における衛生管理

　生鮮食料品を取り扱う企業として衛生管理は必要不可欠な課題であり、ひとつの事故によりお客様から信用を失

墜させ、当社グループの経営成績に影響を受ける可能性があります。

　当社グループでは各店舗及び惣菜製造と食肉を加工する彩裕フーズ株式会社において、衛生管理マニュアルによ

り具体的な除菌方法等の義務付けを行っております。

③　個人情報の保護

　当社グループでは「マミークラブ」ポイントカード会員の個人情報を保有しております。個人情報に関する規程・

マニュアル等の整備や従業員教育により、その徹底を図っておりますが、万一、個人情報の流失が発生した場合に

は、当社グループの信用が低下し、経営成績に影響を受ける可能性があります。
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４．連結財務諸表等

(1)連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）       

　流動資産       

　現金及び預金  1,319   5,808  

　売掛金  29   55  

　有価証券  300   1,000  

　たな卸資産  1,366   1,546  

　繰延税金資産  506   585  

　その他  1,318   1,601  

貸倒引当金  △0   △0  

流動資産合計  4,840 15.2  10,595 30.3

　固定資産       

　有形固定資産       

　建物及び構築物  5,491   6,102  

　機械装置及び運搬具  30   22  

　土地  5,226   4,380  

　建設仮勘定  1,784   13  

　　その他  376   511  

有形固定資産合計  12,909 40.6  11,031 31.5

　無形固定資産  323 1.0  280 0.8

　投資その他の資産       

　投資有価証券  653   644  

　長期貸付金  720   502  

　長期差入保証金  8,527   8,457  

　繰延税金資産  489   692  

　賃貸資産  2,078   1,738  

　その他  1,250   1,036  

貸倒引当金  △1   △1  

投資その他の資産合計  13,718 43.2  13,071 37.4

固定資産合計  26,952 84.8  24,383 69.7

資産合計  31,793 100.0  34,979 100.0
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前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）       

　流動負債       

　買掛金  3,642   7,533  

　短期借入金  3,248   －  

　長期借入金（1年以内返済予
定）

 1,527   921  

　未払法人税等  495   765  

　未払費用  1,850   2,195  

　賞与引当金  409   396  

　その他  384   670  

流動負債合計  11,557 36.3  12,483 35.7

　固定負債       

　長期借入金  1,393   3,128  

　長期預り保証金  2,454   2,348  

　退職給付引当金  904   660  

　役員退職慰労引当金  429   442  

　その他  117   312  

固定負債合計  5,299 16.7  6,892 19.7

負債合計  16,856 53.0  19,375 55.4

（少数株主持分）       

少数株主持分  8 0.0  － －

（資本の部）       

　資本金  2,660   －  

　資本剰余金  2,856   －  

　利益剰余金  9,218   －  

　その他有価証券評価差額金  193   －  

　自己株式  △0   －  

資本合計  14,927 47.0  － －

負債、少数株主持分及び資本合
計

 31,793 100.0  － －
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前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）       

　株主資本       

　資本金  －   2,660  

　資本剰余金  －   2,856  

　利益剰余金  －   9,892  

　自己株式  －   △0  

　　株主資本合計  － －  15,408 44.1

　評価・換算差額等       

　その他有価証券評価差額金  － －  187 0.5

　少数株主持分  － －  7 0.0

純資産合計  － －  15,603 44.6

負債純資産合計  － －  34,979 100.0

－ 9 －



(2)連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

　売上高  69,623 100.0  77,044 100.0

　売上原価  51,800 74.4  57,999 75.3

　　売上総利益  17,822 25.6  19,044 24.7

　営業収入  965 1.4  1,410 1.8

　　営業総利益  18,788 27.0  20,454 26.5

　販売費及び一般管理費       

　　報酬給与賞与 　　 7,205   7,353   

　　賞与引当金繰入額 　　 395   381   

　　役員退職慰労引当金繰入額　
　

27   22   

　　賃借料　　 3,676   4,246   

　　その他　 6,323 17,628 25.3 6,929 18,934 24.6

営業利益  1,160 1.7  1,520 1.9

　営業外収益       

　受取利息配当金 78   80   

　賃貸料収入 116   93   

　その他 192 387 0.5 262 436 0.6

　営業外費用       

　支払利息 44   73   

　その他 26 71 0.1 25 98 0.1

経常利益  1,476 2.1  1,857 2.4

　特別利益       

　固定資産売却益 114   719   

　システム関連受取補償金 126   －   

　その他 － 240 0.3 129 848 1.1

　特別損失       

　固定資産除却損 69   69   

　減損損失 875   777   

　その他 75 1,020 1.4 90 937 1.2

税金等調整前当期純利益  695 1.0  1,768 2.3

法人税、住民税及び事業税 848   1,190   

法人税等調整額 △119 728 1.0 △278 911 1.2

少数株主損失  40 0.0  1 0.0

当期純利益  7 0.0  857 1.1
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(3)連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

区分 金額（百万円）

（資本剰余金の部）   

　資本剰余金期首残高  2,856

　資本剰余金期末残高  2,856

（利益剰余金の部）   

　利益剰余金期首残高  9,398

　利益剰余金増加高   

　当期純利益 7 7

　利益剰余金減少高   

　配当金 183  

　役員賞与 4 188

　利益剰余金期末残高  9,218
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(4)連結株主資本等変動計算書
当連結会計年度（自平成17年10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17年９月30日　残高

（百万円）
2,660 2,856 9,218 △0 14,734

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（百万円） － － △183 － △183

当期純利益（百万円） － － 857 － 857

自己株式の取得（百万円） － － － △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（百万円）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 674 △0 674

平成18年９月30日　残高

（百万円）
2,660 2,856 9,892 △0 15,408

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

平成17年９月30日　残高

（百万円）
193 8 14,936

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（百万円） － － △183

当期純利益（百万円） － － 857

自己株式の取得（百万円） － － △0

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（百万円）

△5 △1 △6

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△5 △1 667

平成18年９月30日　残高

（百万円）
187 7 15,603
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(5)連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日

当連結会計年度
自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日

区分 金額（百万円） 金額（百万円）

［営業活動によるキャッシュ・フロー］   

税金等調整前当期純利益 695 1,768

減価償却費 779 1,067

固定資産除却損 69 69

固定資産売却益 △114 △719

減損損失 875 777

退職給付引当金の増加額（△減少額） 56 △243

役員退職慰労引当金の増加額 26 13

賞与引当金の増加額（△減少額） 7 △12

受取利息及び受取配当金 △78 △80

支払利息 44 73

売上債権の増加額 △10 △25

たな卸資産の増加額 △168 △179

仕入債務の増加額 410 3,890

未払費用の増加額 165 338

テナント保証金の増加額（△減少額） 439 △109

長期前払費用の増加額 － △118

役員賞与の支払額 △4 －

その他 32 283

小計 3,225 6,792

利息及び配当金の受取額 39 39

利息の支払額 △44 △61

法人税等の支払額 △766 △917

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,455 5,852
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前連結会計年度
自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日

当連結会計年度
自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日

区分 金額（百万円） 金額（百万円）

［投資活動によるキャッシュ・フロー］   

定期預金の払出による収入 10 －

有価証券の取得による支出 － △1,000

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 － 300

無形固定資産の取得による支出 △207 △8

有形固定資産の取得による支出 △3,926 △3,044

有形固定資産の売却による収入 715 4,182

差入保証金の差入れによる支出 △857 △512

差入保証金の返還による収入 534 690

貸付による支出 △142 △1

保険積立金の取崩による収入 － 195

保険積立金の積立による支出 △49 △12

その他 10 150

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,914 938

［財務活動によるキャッシュ・フロー］   

短期借入金の増加額（△減少額） 1,679 △3,248

長期借入金の借入による収入 520 2,930

長期借入金の返済による支出 △1,058 △1,800

配当金の支払額 △183 △183

その他 39 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 998 △2,302

［現金及び現金同等物の増加額（△減少額）］ △461 4,488

［現金及び現金同等物の期首残高］ 1,781 1,319

［現金及び現金同等物の期末残高］ 1,319 5,808
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　３社

連結子会社の名称

彩裕フーズ㈱

マミーサービス㈱

㈱ギガ物産

同左

 

 

 

 

(2）非連結子会社の名称

マミーフーズ㈱

同左

 

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模であり、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）

等は、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。

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の非連結子会社及び関連子

会社の数

　該当事項はありません。

同左

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社の名称

マミーフーズ㈱

同左 

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、当期純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性が無いため、持

分法の適用から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

同左

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

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額金は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額金は全部純資産直入

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

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

ロ　たな卸資産

(イ）商品　売価還元法による原価法

但し生鮮食品は最終仕入原価

法

ロ　たな卸資産

(イ）商品　　　 同左

(ロ）貯蔵品　最終仕入原価法 (ロ）貯蔵品　　 同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　定率法を採用しております。

　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。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

イ　有形固定資産

同左

建物及び構築物 10～34年

機械装置及び運搬具 ２～15年

その他 ３～８年

ロ　無形固定資産

　自社利用のソフトウエアについては社

内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。

ロ　無形固定資産

同左

ハ　長期前払費用

　定額法を採用しております。

ハ　長期前払費用

同左

(3）重要な繰延資産の償却

方法

新株発行費

支出時に全額費用処理しております。

 　　　　　　――――――

 

(4）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勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

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、将

来の支給見込額のうち当連結会計年度の

負担額を計上しております。

ロ　賞与引当金

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,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、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

ニ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

ニ　役員退職慰労引当金

同左

(5）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。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式を採用し

ております。

消費税等の会計処理方法

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

同左

７．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現金及び

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
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会計処理の変更

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　　　　　　　　　　　――――――

　 

　 

（連結貸借対照表の資産の部の表示に関する会計基準）　　

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。従来の資本の部の合計

に相当する金額は、15,595百万円であります。

（固定資産の減損に係る会計基準） 

　固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第６号　平成15年10月

31日）が平成16年３月31日に終了する連結会計年度に係る

連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当

連結会計年度から同会計基準及び同適用指針を適用してお

ります。これにより営業利益及び経常利益は17百万増加し、

税金等調整前当期純利益は855百万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、各資産の金額から直

接控除しております。 

 　　                  ――――――

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

（法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算　

書上の表示方法） 

 　実務対応報告第12号「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」企

業会計基準委員会　平成16年２月13日）が公表されたこと

に伴い、当連結会計年度から同実務対応報告に基づき、法

人事業税の付加価値割及び資本割59百万円を販売費及び一

般管理費として処理しております。この結果、販売費及び

一般管理費が59百万円増加し、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益が59百万減少しております。

　　　　　　　　　　 ――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

１  有形固定資産の減価償却累計額　　 　5,393百万円　 １  有形固定資産の減価償却累計額　　 　6,577百万円　

　

     賃貸資産の減価償却累計額             236百万円       賃貸資産の減価償却累計額             247百万円 

２　担保に供している資産 

建物及び構築物 1,098百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

土地 2,180百万円

投資有価証券 43百万円

賃貸資産 213百万円

計 3,536百万円

２　担保に供している資産 

建物及び構築物 1,449百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

土地 2,180百万円

投資有価証券 47百万円

賃貸資産 177百万円

計 3,855百万円

担保資産に対応する債務の額 担保資産に対応する債務の額

買掛金 151百万円

短期借入金 679百万円

１年以内返済予定長期借入金 1,427百万円

長期借入金 873百万円

計 3,132百万円

買掛金 157百万円

１年以内返済予定長期借入金 813百万円

長期借入金 2,862百万円

計 3,832百万円

３　発行済株式総数 ３　発行済株式総数

普通株式 10,796,793株 普通株式　　　　　　　　　　

　　

10,796,793株 

４　自己株式 ４　自己株式

普通株式 491株 普通株式 551株 

５　当座貸越契約

　運転資金の効率的な調達を行うため、13取引金融機関

と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基

づく当期末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

５　当座貸越契約

　運転資金の効率的な調達を行うため、12取引金融機関

と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基

づく当期末の借入未実行残高は以下のとおりであります。

当座貸越契約極度額 7,200百万円

借入実行残高 3,248百万円

差引額 3,951百万円

当座貸越契約極度額 6,900百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 6,900百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１　減損損失 

　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。 

１　減損損失

  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。

用途 種類 場所

営業店舗 
 リース資産、
 その他

今福店 
（埼玉県川越市） 

営業店舗  
土地、 
 その他

熊谷店 
（埼玉県熊谷市） 

営業店舗 
リース資産、 
 その他

上日出谷店 
 （埼玉県桶川市）

営業店舗 
リース資産、 
その他 

行田谷郷店 
 （埼玉県行田市）

賃貸資産
土地、 
 その他

埼玉県東松山市 
 群馬県太田市

 遊休資産 土地 群馬県太田市 

用途 種類 場所

営業店舗
建物及び構築物、
リース資産、そ
の他

北本店
（埼玉県北本市）

営業店舗 構築物
深井店
（埼玉県北本市）

営業店舗
建物及び構築物、
リース資産、そ
の他

西浦和店
（埼玉県さいたま
市）

営業店舗
建物及び構築物、
リース資産、そ
の他

稲毛長沼店
（千葉県千葉市）

賃貸資産
賃貸資産（建物
等）、賃貸資産
（土地）

埼玉県蓮田市
埼玉県上尾市

遊休資産
賃貸資産（土
地）

群馬県太田市
埼玉県桶川市

  当社グループは、営業店舗及び賃貸不動産並びに将来

の使用が見込まれていない遊休不動産については個別物

件単位で資産のグルーピングを行っております。

  当連結会計年度において、継続的な地価の下落及び資

産グループ単位の収益性等を踏まえて検証した結果、一

部の営業店舗及び賃貸不動産並びに遊休不動産について

は、将来キャッシュ・フローによって当該資産の帳簿価

額を全額回収できる可能性が低いと判断し、期首の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（875百万円）として特別損失に計上いたしました。そ

の内訳は、建物及び構築物37百万円、土地763百万円、

リース資産67百万円及びその他７百万円であります。

  なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額と使用

価値のいずれか高い価額としております。正味売却価額

は、主として不動産鑑定評価基準に基づいて算出した見

積価額から処分費用見込額を差し引いて算定し、使用価

値は将来キャッシュ・フロー見積額を4.0％で割り引い

て算定しております。

　当社グループは、営業店舗及び賃貸不動産並びに将来

の使用が見込まれていない遊休不動産については個別物

件単位で資産のグルーピングを行っております。

　当連結会計年度において、継続的な地価の下落及び資

産グループ単位の収益性等を踏まえて検証した結果、一

部の営業店舗及び賃貸不動産並びに遊休不動産について

は、将来キャッシュ・フローによって当該資産の帳簿価

額を全額回収できる可能性が低いと判断し、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（777

百万円）として特別損失に計上いたしました。その内訳

は、建物及び構築物310百万円、賃貸資産（建物等）61

百万円、賃貸資産（土地）289百万円、リース資産101百

万円及びその他13百万円であります。

　なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額と使用

価値のいずれか高い価額としております。正味売却価額

は、主として不動産鑑定評価基準に基づいて算出した見

積価額から処分費用見込額を差し引いて算定し、使用価

値は将来キャッシュ・フロー見積額を4.0％で割り引い

て算定しております。
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前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

２　固定資産売却益の内訳 ２　固定資産売却益の内訳

土地 114百万円 土地 291百万円

建物他 427百万円

　計 719百万円

３　固定資産除却損の内訳 ３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 36百万円

その他 32百万円

計 69百万円

建物及び構築物 17百万円

その他 52百万円

計 69百万円

（連結剰余金計算書関係）

　該当事項はありません。

 

（連結株主資本等変動計算書関係）

　　当連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日） 

　1　発行済株式に関する事項 

 株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 10,796,793株 － － 10,796,793株

 

　2　自己株式に関する事項 

 株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 491株 60株 － 551株

　（注）自己株式の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

 

　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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成17年12月22日

　定時株主総会
普通株式 91百万円　 8円50銭 平成17年９月30日 平成17年12月22日

平成18年５月31日

　　取締役会
普通株式 91百万円 8円50銭 平成18年３月31日 平成18年６月12日

 

　　（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当金の原資 配当金の総額
１株当たり配
当額

基準日 効力発生日

平成18年12月22日

　定時株主総会
普通株式 利益剰余金  91百万円 8円50銭 平成18年９月30日 平成18年12月25日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

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

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17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,319百万円

現金及び現金同等物 1,319百万円

現金及び預金勘定 5,808百万円

現金及び現金同等物 5,808百万円

（リース取引関係）

　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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（有価証券関係）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年９月30日） 当連結会計年度（平成18年９月30日）

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）

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）

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの

株式 311 635 324 311 626 314

小計 311 635 324 311 626 314

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の

株式 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 311 635 324 311 626 314

 （注）減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ30％以上下落した場合には時価が著しく下落したもの

と判断してすべて減損処理を行っております。

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
前連結会計年度（平成17年９月30日） 当連結会計年度（平成18年９月30日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 17 17

優先出資証券 300 －

満期保有目的の外国債券 － 1,000

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自平成16年10月１日　至平成17年９月30日）及び当連結会計年度（自平成17年10月１日　至平成18

年９月30日）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、適格退職年金制度及び退職一時金制度を併用しておりましたが、平成17年10月１日に

適格退職年金制度を廃止し、これを確定拠出年金制度及び退職一時金制度に移行しました。

２　退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

イ　退職給付債務（百万円） △1,434 △725

ロ　年金資産（百万円） 480 －

ハ　未積立退職給付債務（イ＋ロ）（百万円） △954 △725

ニ　未認識数理計算上の差異（百万円） 49 64

ホ　退職給付引当金（ハ＋ニ）（百万円） △904 660

３　退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

退職給付費用（百万円） 162 92

(1）勤務費用（百万円） 123 69

(2）利息費用（百万円） 29 13

(3）期待運用収益（百万円） △8 －

(4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 18 10

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年９月30日）

当連結会計年度
（平成18年９月30日）

(1）割引率（％） 2.0 2.0

(2）期待運用収益率（％） 2.0 2.0

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(4）過去勤務債務の処理年数 　過去勤務債務は発生しており

ません。

同左

(5）数理計算上の差異の処理年数（年） 10年（定額法）

　翌連結会計年度からの処理で

あります。

同左
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）

ポイントカード損金不算入額 259百万円

賞与引当金繰入限度超過額 166百万円

未払事業税 45百万円

その他 40百万円

小計 511百万円

評価性引当額 △5百万円

　計 506百万円

繰延税金資産（流動）

ポイントカード損金不算入額 261百万円

賞与引当金繰入限度超過額 160百万円

未払事業税 58百万円

その他 115百万円

小計 595百万円

評価性引当額 △9百万円

計 585百万円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金繰入限度超過額 353百万円

役員退職慰労引当金繰入限度超過

額
173百万円

減損損失 346百万円

減価償却超過額 29百万円

繰越欠損金   45百万円

その他 31百万円

 小計 978百万円

 評価性引当額 △357百万円

計 621百万円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金繰入限度超過額 267百万円

役員退職慰労引当金繰入限度超過

額
178百万円

減損損失 615百万円

減価償却超過額 44百万円

繰越欠損金 44百万円

その他 104百万円

小計 1,254百万円

評価性引当額 △435百万円

計 819百万円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △131百万円

計 △131百万円

繰延税金資産（固定）の純額 489百万円

繰延税金資産の純額 996百万円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △127百万円

計 △127百万円

繰延税金資産（固定）の純額 692百万円

繰延税金資産の純額 1,277百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3

評価性引当額の増減 52.1

住民税均等割 12.5

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 104.8％

法定実効税率 40.4％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3

評価性引当額の増減 4.7

住民税均等割 5.1

その他 1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.6％
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるスーパーマーケット事業

の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

　本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、その記載を省略しております。

【海外売上高】

　海外売上高はありませんので、その記載を省略しております。

（関連当事者との取引）

 

前連結会計年度（自平成16年10月１日　至平成17年９月30日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名
事業の内容ま

たは職業

議決権等の

所有（被所

有）割合

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

役員 小野瀬有
当社監査役

弁護士

（被所有）

直接0.0％
弁護士報酬  ４百万円 － －

　（注）　弁護士報酬は、他の顧問弁護士との契約を勘案して決定しております。

当連結会計年度（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名
事業の内容ま
たは職業

議決権等の所
有（被所有）
割合

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員 小野瀬有
当社監査役弁

護士

（被所有）

直接0.0％
弁護士報酬 ２百万円 － －

役員 松岡　實

 ㈱シジシー

アパレル　代

表取締役

（被所有）

直接0.0％
 仕入取引 ２百万円 買掛金 １百万円 

役員の近

親者 

岩崎千代子

(当社代表取

締役社長岩崎

悦久の配偶

者) 

当社の嘱託　

社員

栄養士 

（被所有） 

直接1.3％ 

 間接5.7％

栄養士指導報

酬 
４百万円 未払費用 ０百万円

　（注）　１．弁護士報酬は、他の顧問弁護士との契約を勘案して決定しております。

　　　　　２．仕入金額は、市場価格を参考に決定しております。

　　　　　３．栄養士指導報酬は、当社の嘱託社員給与を勘案して決定しております。　

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

 当社は、平成17年10月１日から退職給付制度の改定を行い

ました。従来、退職一時金制度と適格退職年金制度からなっ

ておりましたが、これを退職一時金制度と確定拠出年金制

度に変更しました。

　この結果、翌連結会計年度において、特別利益に制度終

了益（151百万円)を計上する見込みです。

──────
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５．生産、受注及び販売の状況
売上高明細表

前連結会計年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

鮮魚 10,305 14.8 11,409 14.8

精肉 7,659 11.0 8,513 11.1

青果 10,196 14.6 11,133 14.5

食品 10,498 15.1 11,502 14.9

日配品 14,235 20.4 15,799 20.5

菓子 3,358 4.8 3,808 4.9

雑貨 2,107 3.0 2,323 3.0

惣菜 5,470 7.9 5,809 7.5

その他 5,791 8.4 6,743 8.8

合計 69,623 100.0 77,044 100.0

　（注）　数量については、品目が多岐にわたり表示が困難なため、その記載を省略しております。
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