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１．18 年 11 月中間期の連結業績（平成 18 年 5月 21 日～平成 18 年 11 月 20 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。 

 売 上 高 営業利益 経常利益 

 

18 年 11 月中間期 

17 年 11 月中間期 

          百万円            ％

    14,476    （   △1.9）

    14,755    （     4.8）

          百万円            ％

299     （△18.5） 

367     （  32.5） 

          百万円            ％

       327     （△16.8）

       393     （  27.7）

18 年 5 月期     30,817 618        672 

 

 
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 

 

18 年 11 月中間期 

17 年 11 月中間期 

百万円                 ％

       290         （    ― ）

     △257         （    ― ）

           円     銭 

         66   16 

       △52   18 

              円      銭 

                      

                      

18 年 5 月期      △262        △53   05                       

（注）①持分法投資損益     18 年 11 月中間期   －百万円  17 年 11 月中間期   －百万円  18 年 5 月期   －百万円 

      ②期中平均株式数(連結)  18 年 11 月中間期 4,396,723 株  17 年 11 月中間期 4,944,118 株  18 年 5 月期 4,943,861 株 

      ③会計処理の方法の変更   無 

      ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

（2）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 

 

18 年 11 月中間期 

17 年 11 月中間期 

            百万円 

       9,184 

       9,879 

            百万円 

       4,379 

       4,475 

               ％ 

          47.7 

          45.3 

         円     銭 

   1,022     91 

     905     26 

18 年 5 月期       10,384        4,452           42.9      900     78 

（注）期末発行済株式数(連結)  18 年 11 月中間期 4,281,480 株  17 年 11 月中間期 4,944,080 株  18 年 5 月期  4,943,280 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

 

18 年 11 月中間期 

17 年 11 月中間期 

            百万円 

        259 

        440 

            百万円 

       △996 

       △307 

            百万円 

       △299 

        △26 

            百万円 

       1,878 

       2,064 

18 年 5 月期     652    △812        1,117  2,915 

（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   ２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  

 

２．19 年 5月期の連結業績予想（平成 18 年 5月 21 日～平成 19 年 5 月 20 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 

通           期 

                   百万円 

            29,000 

     百万円 

               600 

                   百万円 

               400 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   93 円 43 銭 

（注）上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画の基となる前提、予想を含んで記載しております。実際の業績は、 

今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。 

    なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の 5ページを参照してください。 
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１．企 業 集 団 の 状 況 

 当企業集団は、株式会社マルミヤストア（当社）及び子会社３社より構成されており、スーパーマー

ケット事業を主力とし、ディスカウントストアの経営、そのほか関連事業として食品の製造・販売並び

に青果物の卸売市場を営んでおります。 

 事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、

次の通りであります。なお、ドラッグストア事業につきましては、平成 18 年 6 月 21 日において、会社

分割により当社ドラッグストア部門を譲渡したため、事業区分から除いております。 

 

区    分  主 な 事 業 内 容  事 業 会 社  

スーパーマーケット事業 

 生鮮食品、一般食料品及び日用雑貨品等の販売

 レジャー関連用品（主に釣具）の販売 

ディスカウントストアの経営 

当  社 

㈱マミーズマーケット 

 弁当類・飲食物の製造・販売 

 食料品・日用雑貨品等の販売 
㈱梅乃家 

そ の 他 事 業 

 青果物 (野菜・果物) の卸売市場 佐伯大同青果㈱ 

  
 これらの関連を事業系統図で示しますと、次の通りであります。 
 

 

一 般 の 消 費 者 

 

 

 

 （株）マ ル ミ ヤ ス ト ア 

 （連結財務諸表提出会社） 

 

 

 

（非連結子会社） 

佐伯大同青果 ㈱ 

※持分法非適用 

 
（連結子会社） 

㈱マミーズマーケット     ㈱ 梅 乃 家 

商品の供給 商品の供給

商品の販売

商品の販売
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２．経 営 方 針 

１．経営の基本方針 

当社グループは、創業の精神「感謝」「堅実」「信用」を社是とし、「地域のお客様の豊かな食

生活と健やかな暮らしに奉仕する」ことを企業使命として掲げ、地域に密着した小売業として、地

域社会の繁栄に貢献するとともに、企業の継続的発展と安定した経営基盤の確立を目的として事業

活動に取り組んでおります。 

また、新たに「行動規範」を制定し、従来にも増して、お客様に提供する商品の安全・安心の確

保と品質向上及びサービスのレベルアップに努めて参ります。 

そのことが、お客様やお取引先との信頼関係を築くこととなり、株主の皆様のご期待にお応えで

きるものと考えております。 

２．利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつとして考え、業績の状況や

将来の事業展開及び配当性向などを勘案し、安定的かつ継続的な利益配当を行うことを基本方針と

しております。内部留保資金につきましては、情報システム投資や店舗の新設及び改装等の設備投

資資金や有利子負債の圧縮に活用し、中長期的な収益向上に役立ててまいります。 

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

株主数の増加を図り、市場における株式の流動性を高めることの必要性は、経営上の重要課題で

あると認識しております。今後の株価や市場の要請を十分勘案したうえで、投資単位の引下げや株

式分割を検討してまいります。 

４．目標とする経営指標 

当社グループといたしましては、売上高経常利益率 3％を当面の主たる経営目標といたしておりま

す。 

５．中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

当社グループは、大手企業や同業・異業種の競合出店等厳しい環境の中で、地域密着型の小売業

として地域のお客さまに「真に喜ばれる店づくり」と、「競争に強い店づくり」を重点課題として営

業活動に励むとともに、経営体質の強化に取り組んでまいりました。 

その一環として、平成 18 年 6 月にドラッグストア事業から撤退し、本業の食品スーパーと子会社

の運営によるディスカウントストアのスーパーマーケット事業に経営資源を集中致しました。 

出店戦略としては、中九州でのリージョナルチェーン化を目指して異業種との複合型出店を基本

に積極的に進めてまいります。下期に３店舗の新規出店を計画致しております。 

また、既存店舗についても営業力、収益力の向上のために、お客様のニーズを掴み、お客様の目

線で、“商品”・“売場”・“サービス”を見直し、店舗の活性化を図ってまいります。 

営業基盤の強化としては、中期的な課題と致しております物流の見直しも継続的に実施すること

とし、併せて、地域のお客様に「真に喜ばれる店づくり」を実現する為に当社の商売の原点と考え

ております生鮮部門の差別化・強化についても、より細かな商品開発、産地開発を引き続き推進し

ております。 

また、筋肉質な経営体質を構築するために、情報システムの再構築を始めとする店舗及び本部の

業務の見直しを行い内部統制システムの充実と経営基盤の整備を実施することで、当社の強みであ

りますローコスト経営を一層進めてまいります。 
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３．経営成績及び財政状態 

 １．経営成績 

(1)業績の概要 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰等の不安定な要因はあるものの、

企業収益の改善に支えられ活発な設備投資や雇用環境の改善など、全体として回復基調にあり

ます。個人消費につきましても回復基調はみえるものの、公的負担の増加や社会保障に対する

不安から小売業界は依然として厳しい環境が続いております。 

当社グループの経営環境におきましても、同業他社や大型ショッピングセンターの出店に加

え、ドラッグストア等との異業種を巻き込んだ価格競争の激化など、従来にもまして、厳しい

状況が続いております。 

このような環境下において、当社グループは将来の安定的な成長と収益の拡大に向けた基盤

づくりとしてドラッグストア事業の譲渡を行い本業への資源の集中を行いました。又、営業力

強化としては、スーパーマーケット事業では原価の引き下げやロスの改善等に加え日配部門の

物流・商流の見直しを行い品揃え及び粗利率の改善を行いましたが、ドラッグストア事業の譲

渡の影響で全体の粗利率は低下しました。 

店舗開発面では、ディスカウントストアの新規出店１店舗と生鮮ディスカウントストアへの

業態変更を１店舗致しました。 

     この結果、当中間連結会計期間の業績は 

      売上高                    144 億 76 百万円（前年同期比 1.9％減） 

      経常利益                    3 億 27 百万円（前年同期比 16.8％減） 

      中間純利益                  2 億 90 百万円（前年同期より 5億 48 百万円増） 

    となりました。 

売上高は、その減少要因としてドラッグストア事業の譲渡はありましたが、前年度の出店効

果もあり、前中間連結会計期間に近い状況を達成することができました。 

利益面につきましては、経常利益は、一般管理費の節減努力は継続的に行ってまいりました

が、ドラッグストア事業の譲渡による影響と、スーパーマーケット事業の子会社による生鮮デ

ィスカウントストアへの業態変更での経費増が主な要因で減益となりました。しかしながら、

中間純利益につきましては、減損損失の計上額が大幅に減少し、また、ドラッグストア事業の

譲渡による移転利益等もあり増益になりました。 

(2)事業別のセグメントの業績 

［スーパーマーケット事業］ 

売上高 141 億 33 百万円（前年同期比 15.4％増）、営業利益 3 億円（前年同期比 5.4％増）と

なりました。 

ディスカウントストア 1 店舗の開店と、1 店舗の生鮮ディスカウントストアへの業態変更を致

しました。 

［その他事業］ 

売上高 3 億 42 百万円（前年同期比 76.5％増）、営業利益△1 百万円（前年同期 12 百万円）

となりました。なお、ドラッグストア事業につきましては、平成 18 年 6 月 21 日に会社分割

による譲渡を行いましたので、その間（平成 18 年 5 月 21 日～平成 18 年 6 月 20 日）の業績

はその他事業に含めております。 
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(3)当事業年度の見通し 

今後のわが国経済は引き続き回復基調は持続すると思われますが、小売業界を取り巻く環境

は、公的負担の増加等による個人消費の先行き不安や業界内の激しい出店競争・価格競争等の

要因もあり、依然として厳しい状況が続くと思われます。 

このような状況の中、当社グループは、平成 19 年 5 月期を経営基盤整備のスタート年度と位

置づけ、積極的店舗展開をベースに商品力強化による粗利率の改善や業務の見直しによる情報

システムの再構築等を行うことで、厳しい競争環境下においても利益を上げ続けることのでき

る高収益体質の確立を目指して企業努力をしてまいります。 

店舗開発面では、下半期にスーパーマーケット事業で３店舗（食品スーパー２店舗、ディス

カウントストア１店舗）の新規出店を計画しており、ドラッグストア事業譲渡で減少した売上

の拡大を図ります。 

以上によりまして、19 年 5 月期の連結業績予想といたしましては、 

       売 上 高     290 億円 （前期比 5.9％減） 

       経常利益            6 億円 （前期比 10.7％減） 

              当期純利益          4 億円 （前期より 6億 62 百万円増） 

を見込んでおります。 

 ２．財政状態 

(1)資産、負債、純資産の状況 

資産については、現預金が 1 億 86 百万円、たな卸資産が 3 億 24 百万円、有形固定資産が 2

億 22 百万円、投資その他の資産が 3 億 55 百万円の減少等により前連結会計年度末に比べ 11 億

99 百万円の資産の減少となりました。 

流動負債は､買掛金 3 億 67 百万円、短期借入金 8 億 82 百万円の減少等により、11 億 39 百万

円の減少、固定負債については、大きな変動はなく、総負債は前連結会計年度末に比べ 11 億 26

百万円の減少となりました。 

純資産は利益剰余金の増加はありましたが、自己株式の取得により、前連結会計年度末に比

べ 73 百万円の減少となりました。 

以上の結果、当中間連結会計期間末の自己資本比率は、42.9％から 47.7％になりました。 

   (2)キャッシュ・フローの状況 

連結ベースでの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、

10 億 36 百万円減少し、当中間連結会計期間末には 18 億 78 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は、2億 59 百万円となり前中間連結会計期間に比べ 1億 81 百万

円の減少になりました。ドラッグストア事業の譲渡による移転利益等が発生したことなどによ

り税金等調整前中間純利益は 4億 98 百万円となりました。 

前中間連結会計期間との差の主な要因は、税金等調整前中間純利益 4 億 98 百万円、事業分割

による営業移転利益 1 億 79 百万円、仕入債務の減少 1 億 54 百万円、減損損失 8 百万円、法人

税等の支払額 53 百万円などによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、9 億 96 百万円となりました。ドラッグストア事業の譲渡に

よる資金を定期預金としたためその増加額が 8 億 50 百万円ありましたが、敷金保証金等の回収
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による収入が 1 億 49 百万円あったことなどにより、前中間連結会計期間に比べ 6 億 89 百万円

増加となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、2億 99 百万円となりました。主に自己株式の取得 3億 37 百

万円によるものです。 

 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

平成 17 年 5月期 平成 18 年 5月期 平成 19 年 5月期
 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率(％) 47.2 47.6 45.3 42.9 47.7 

時価ベース自己資本比

率(％) 
18.9 25.0 29.0 27.6 22.6 

債務償還年数(年) 2.1 2.1 2.2 4.5 4.0 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ(倍) 
25.3 23.7 26.7 17.8 18.5 

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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×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・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結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、

連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※ 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。 
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４．中間連結財務諸表等 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年11月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年11月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年５月20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  2,068,727 2,733,206  2,920,011

２ 売掛金  448,233 32,516  72,298

３ 有価証券  761 762  761

４ たな卸資産  1,427,361 1,096,398  1,421,291

５ 繰延税金資産  60,671 42,915  34,483

６ その他  178,094 193,227  268,655

貸倒引当金  △440 △356  △561

流動資産合計  4,183,410 42.3 4,098,671 44.6  4,716,942 45.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※２ 1,690,187 1,655,658 1,755,404 

(2) 機械装置 
  及び運搬具 

 12,458 20,105 11,726 

(3) 土地 ※２ 2,122,690 1,855,181 2,038,176 

(4) 建設仮勘定  475 65,215 ― 

(5) その他  278,199 4,104,010 272,473 3,868,634 285,485 4,090,792

２ 無形固定資産  15,733 8,778  13,105

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 98,957 64,101 87,000 

(2) 長期前払費用 57,054 68,223 71,205 

(3) 繰延税金資産 212,114 161,413 195,250 

(4) 差入敷金保証金 1,173,566 898,351 1,193,953 

(5) その他 37,352 16,214 18,711 

  貸倒引当金 △2,692 1,576,352 ― 1,208,303 △2,672 1,563,450

固定資産合計   5,696,097 57.7 5,085,716 55.4  5,667,347 54.6

資産合計   9,879,507 100.0 9,184,388 100.0  10,384,289 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年11月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年11月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年５月20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  2,274 4,605  4,406

２ 買掛金   2,332,865 1,673,975  2,041,433

３ 短期借入金 ※２  1,390,078 1,574,123  2,456,142

４ 未払金   83,421 67,088  59,908

５ 未払費用   312,347 280,610  305,189

６ 未払法人税等   174,090 184,547  60,680

７ 未払消費税等   46,010 28,300  36,827

８ 賞与引当金   83,410 49,140  36,000

９ その他   44,304 40,913  41,832

流動負債合計  4,468,803 45.2 3,903,304 42.5  5,042,420 48.5

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２  523,047 495,486  455,361

２ 退職給付引当金   89,564 91,768  89,828

３ その他   322,392 314,259  343,873

固定負債合計  935,004 9.5 901,514 9.8  889,063 8.6

負債合計  5,403,807 54.7 4,804,818 52.3  5,931,484 57.1

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   808,289 8.2 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   855,619 8.7 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   2,805,626 28.4 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  12,834 0.1 ― ―  ― ―

Ⅴ 自己株式   △6,669 △0.1 ― ―  ― ―

資本合計   4,475,700 45.3 ― ―  ― ―

負債及び資本合計   9,879,507 100.0 ― ―  ― ―
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前中間連結会計期間末 

(平成17年11月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年11月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年５月20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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― ― 808,289 8.8  808,289 7.8

２ 資本剰余金  ― ― 855,619 9.3  855,619 8.2

３ 利益剰余金  ― ― 3,052,680 33.2  2,781,575 26.8

４ 自己株式  ― ― △344,822 △3.7  △7,218 △0.0

株主資本合計  ― ― 4,371,767 47.6  4,438,265 42.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 ― ― 7,802 0.1  14,539 0.1

評価・換算差額等 
合計 

  ― ― 7,802 0.1  14,539 0.1

純資産合計  ― ― 4,379,569 47.7  4,452,805 42.9

負債純資産合計   ― ― 9,184,388 100.0  10,384,289 100.0

    

 



 - 10 -

② 【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20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  14,755,585 100.0 14,476,129 100.0  30,817,188 100.0

Ⅱ 売上原価  11,860,369 80.4 11,795,976 81.5  24,832,421 80.6

売上総利益  2,895,215 19.6 2,680,152 18.5  5,984,767 19.4

Ⅲ その他の営業収入  81,413 0.6 77,929 0.5  167,629 0.6

営業総利益  2,976,628 20.2 2,758,082 19.0  6,152,397 20.0

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※１  2,609,225 17.7 2,458,731 17.0  5,533,808 18.0

営業利益   367,403 2.5 299,351 2.0  618,588 2.0

Ⅴ 営業外収益    

１ 受取利息  3,714 6,680 8,307 

２ 受取配当金  967 795 1,615 

３ 電算機事務処理料  24,127 24,071 50,304 

４ その他  21,842 50,652 0.3 16,708 48,256 0.3 38,027 98,255 0.3

Ⅵ 営業外費用    

１ 支払利息  16,724 16,995 34,593 

２ その他  7,441 24,166 0.1 2,812 19,807 0.1 10,129 44,722 0.1

経常利益   393,889 2.7 327,800 2.2  672,120 2.2

Ⅶ 特別利益    

１ 関係会社株式売却益  ─ ─ 25,839 

２ 営業移転利益  ─ 179,565 ─ 

３ 貸倒引当金戻入益  186 186 0.0 367 179,932 1.2 125 25,964 0.0

Ⅷ 特別損失    

１ 固定資産除却損  5,889 292 9,048 

２ 減損損失 ※２ 633,438 8,798 864,410 

３ 投資有価証券売却損  ─ 639,328 4.3 ─ 9,090 0.0 2,039 875,498 2.8

税金等調整前中間 
純利益 

  ─ ─ 498,641 3.4  ─ ─

税金等調整前中間 
(当期)純損失 

  245,252 △1.6 ─ ─  177,413 △0.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 159,465 177,787 201,844 

法人税等調整額  △146,744 12,721 0.1 29,975 207,763 1.4 △117,009 84,835 0.3

中間純利益   ─ ─ 290,878 2.0  ─ ─

中間(当期)純損失   257,974 △1.7 ─ ─  262,248 △0.9
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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５月21日 
至 平成17年11月20日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  855,619

Ⅱ 資本剰余金中間期末残高  855,619

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  3,088,378

Ⅱ 利益剰余金減少高  

  配当金  19,777

  役員賞与  5,000

  中間純損失  257,974 282,751

Ⅲ 利益剰余金中間期末残高  2,805,626
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④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成 18 年５月 21 日 至 平成 18 年 11 月 20 日) 

（単位：千円） 

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５月20日残高 808,289 855,619 2,781,575 △7,218 4,438,265

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △19,773  △19,773

 中間純利益 290,878  290,878

 自己株式の取得 △337,604 △337,604

 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 ― ― 271,105 △337,604 △66,498

平成18年11月20日残高 808,289 855,619 3,052,680 △344,822 4,371,767

 
評価・換算差額等 

 
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 

平成18年５月20日残高 14,539 14,539 4,452,805

中間連結会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △19,773

 中間純利益 290,878

 自己株式の取得 △337,604

 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) 
△6,737 △6,737 △6,737

中間連結会計期間中の変動額合計 △6,737 △6,737 △73,235

平成18年11月20日残高 7,802 7,802 4,379,569

 
 
 
 
 
前連結会計年度(自 平成17年５月21日 至 平成18年５月20日) 

（単位：千円） 

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５月20日残高 808,289 855,619 3,088,378 △6,476 4,745,810

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △39,554  △39,554

 利益処分による役員賞与 △5,000  △5,000

 当期純損失 △262,248  △262,248

 自己株式の取得 △741 △741

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額) 
 

連結会計年度中の変動額合計 ― ― △306,802 △741 △307,544

平成18年５月20日残高 808,289 855,619 2,781,575 △7,218 4,438,265

 
評価・換算差額等 

 
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 

平成17年５月20日残高 8,359 8,359 4,754,169

連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当 △39,554

 利益処分による役員賞与 △5,000

 当期純損失 △262,248

 自己株式の取得 △741

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額) 
6,180 6,180 6,180

連結会計年度中の変動額合計 6,180 6,180 △301,363

平成18年５月20日残高 14,539 14,539 4,452,805
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⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20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５月21日 
至 平成18年５月20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   

１ 税金等調整前中間純利益又は 
税金等調整前中間(当期)純損失(△) 

 △245,252 498,641 △177,413

２ 減価償却費  119,870 114,699 263,895

３ 減損損失  633,438 8,798 864,410

４ 賞与引当金の増加額(△減少額)  13,612 13,140 △14,525

５ 貸倒引当金の減少額  △186 △367 △85

６ 退職給付引当金の増加額  2,286 1,939 3,825

７ 受取利息及び受取配当金  △4,682 △7,476 △9,922

８ 支払利息  16,724 16,995 34,593

９ 営業移転利益  ─ △179,565 ─

10 投資有価証券売却益  ─ ─ △25,839

11 投資有価証券売却損  ─ ─ 2,039

12 有形固定資産除却損  5,889 292 9,048

13 売上債権の減少額(△増加額)  △61,956 6,490 △57,818

14 たな卸資産の減少額(△増加額)  △37,185 15,453 △139,700

15 仕入債務の増加額(△減少額)  172,436 △154,898 306,272

16 建設協力金に含まれる前払家賃の 
減少額(△増加額) 

 1,751 4,776 △14,448

17 役員賞与支払額  △5,000 ─ △5,000

18 その他  32,765 △19,088 △20,684

  小計  644,513 319,833 1,018,647

19 利息及び配当金の受取額  4,682 7,476 9,922

20 利息の支払額  △16,516 △13,995 △36,602

21 法人税等の支払額  △191,970 △53,950 △339,066

営業活動によるキャッシュ・フロー  440,707 259,363 652,901
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20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５月21日 
至 平成18年５月20日)

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 定期預金の純増加額  △0 △850,000 △0

２ 有形固定資産の取得による支出  △310,902 △178,223 △759,115

３ 有形固定資産の売却による収入  80,402 300 84,044

４ 無形固定資産の取得による支出  △643 △118 △643

５ 投資有価証券の取得による支出  △119 △121 △238

６ 投資有価証券の売却による収入  ─ ─ 12,900

７ 事業分割による収入  ─ 28,325 ─

８ 事業分割による支出  ─ △38,299 ─

９ 連結子会社株式の売却による収入 ※２ ─ ─ 60,000

10 連結子会社株式の売却による支出 ※２ ─ ─ △92,067

11 敷金保証金等の差入による支出  △106,920 △109,188 △186,179

12 敷金保証金等の回収による収入  34,553 149,615 71,275

13 貸付金の回収による収入  900 900 1,800

14 その他  △4,558 △168 △4,727

投資活動によるキャッシュ・フロー  △307,291 △996,979 △812,952

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増加額  ─ ─ 1,100,000

２ 長期借入金の借入による収入  120,000 180,000 320,000

３ 長期借入金の返済による支出  △126,969 △121,894 △261,984

４ 自己株式の取得による支出  △193 △337,604 △741

５ 配当金の支払額  △19,693 △19,691 △39,378

財務活動によるキャッシュ・フロー  △26,856 △299,189 1,117,895

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ─ ─ ─

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)  106,560 △1,036,805 957,844

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,957,515 2,915,360 1,957,515

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 2,064,076 1,878,555 2,915,360
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

１ 連結の範囲に関する事

項 

(1) 連結子会社の数 ４社 

連結子会社は、株式会社梅

乃家、株式会社シモカワドラ

ッグ、株式会社下川調剤及び

株式会社マミーズマーケット

の４社であります。 

(1) 連結子会社の数 ２社 

連結子会社は、株式会社梅

乃家、株式会社マミーズマー

ケットの２社であります。 

 

(1) 連結子会社の数 ２社 

連結子会社は、株式会社梅

乃家、株式会社マミーズマー

ケットの２社であります。 

株式会社シモカワドラッグ

及び株式会社下川調剤につい

ては、各々平成18年4月26日

に当社が所有する株式を全て

売却したことにより、子会社

ではなくなったため、当連結

会計年度の期末より連結の範

囲から除いております。  

 (2) 非連結子会社は、佐伯大同

青果株式会社の１社であり

ます。 

非連結子会社は小規模であ

り、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

は、中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしておりませ

ん。 

(2)      同左 (2) 非連結子会社は、佐伯大同

青果株式会社の１社であり

ます。 

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おりま

せん。 

２ 持分法の適用に関する

事項 

非連結子会社１社について

は、中間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ない

ため、当該会社に対する投資勘

定については、持分法の適用は

せず原価法により評価しており

ます。 

同左 非連結子会社１社について

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ない

ため、当該会社に対する投資勘

定については、持分法の適用は

せず原価法により評価しており

ます。 

３ 連結子会社の(中間)決

算日等に関する事項 

連結子会社の中間決算日は中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

同左 連結子会社の決算日は連結決

算日と一致しております。 

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 

 

 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価

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

 

 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価

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 

 

 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結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 たな卸資産 

主として売価還元法による原

価法 

② たな卸資産 

同左 

② たな卸資産 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

(2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設

備を除く)については、定額

法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に

規定する方法と同一の基準

によっております。 

① 有形固定資産 

同左 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

定額法 

ソフトウエア(自社利用)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。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

(3) 重要な引当金の計上

基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し

て、回収不能見込額を計上し

ております。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額に基づ

き計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

同左 

 ③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えて、

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。 

また、数理計算上の差異につ

いては、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残

存勤務期間内の一定年数(５

年)による定額法により、翌

連結会計年度から費用処理す

る方法によっております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えて、

当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年

度末において発生していると

認められる額を計上しており

ます。 

また、数理計算上の差異につ

いては、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の一定

年数(５年)による定額法によ

り、翌連結会計年度から費用

処理する方法によっておりま

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。 

同左 同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

(5) 重要なヘッジ会計の

方法 

――――― ① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしており

ますので、特例処理を採用し

ております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･･金利スワップ

ヘッジ対象･･･借入金の利息

③ ヘッジ方針 

当社は、借入金の金利変動リ

スクを回避する目的で金利ス

ワップ取引を行っており、ヘ

ッジ対象の識別は個別契約ご

とに行っております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の

評価を省略しております。 

同左 

(6) その他中間連結財務

諸表(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 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によってお

ります。 

  消費税等の会計処理 

同左 

  消費税等の会計処理 

同左 

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 

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か月以内に償還期限

の到来する短期投資からなって

おります。 

同左 同左 
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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 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年５月21日 
至 平成17年11月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年５月21日 
至 平成18年11月20日) 

前連結事業年度 
(自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日) 

  固定資産の減損に係る

会計基準 

「固定資産の減損に係る会計

基準」(「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）を当中間連結会計期間

から適用しております。 

これにより「税金等調整前中間

純利益」が610,733千円減少して

おります。なお、営業利益及び

経常利益に与える影響額は軽微

であります。 

また、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表

規則に基づき、各資産の金額か

ら直接控除しております。 

――――― 当連結会計年度より｢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）が適

用されることとなったため、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

益が31,335千円増加し、税金等

調整前当期純損失が833,075千円

増加しております。 

なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則

に基づき、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 

――――― ――――― 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）が適用

されることとなったため、同会

計基準及び同適用指針を適用し

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 4,452,805 千円

であります。 
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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11月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年11月20日) 

前連結会計年度末 

(平成18年５月20日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は

2,981,505千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は  

2,777,764千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は  

2,962,713千円であります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の通り

であります。 

建物及び構築物 460,013千円 

土地 1,773,497 

計 2,233,510 

上記に対応する債務は次の通りで

あります。 

短期借入金 635,710千円 

長期借入金 280,468 

計 916,179 
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の通り

であります。 

建物及び構築物 376,944千円

土地 1,387,750 

計 1,764,694 

上記に対応する債務は次の通りで

あります。 

短期借入金 818,776千円

長期借入金 259,754 

計 1,078,530 
 

※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の通り

であります。 

建物及び構築物 436,867千円

土地 1,570,745 

計 2,007,612 

上記に対応する債務は次の通りで

あります。 

短期借入金 1,731,774千円

長期借入金 312,466 

計 2,044,240 
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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５月21日 

至 平成17年11月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年５月21日 

至 平成18年11月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年５月21日 

至 平成18年５月20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ありま

す。 

報酬及び 

給与手当 
1,158,166千円

賞与引当金 

繰入額 
82,360 

賃借料 444,949 
 

※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ありま

す。 

報酬及び 

給与手当 
1,091,320千円

賞与引当金 

繰入額 
48,240 

賃借料 409,115 
 

※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ありま

す。 

報酬及び 

給与手当 
2,514,704千円

賞与引当金 

繰入額 
55,272 

賃借料 941,147 
 

※２ 減損損失の内訳 

(1) 概要 

減損損失の内容は次の通りであり

ます。 

当中間連結会計期間において、以

下の資産について減損損失を計上し

ております。 

用 途 種 類 場 所 

営 業 用

店舗 

 

土地、建物、

構築物、 

器具備品、 

リース資産等 

大分県大分市 

大分県臼杵市 

大分県津久見市 

熊本県熊本市 

熊本県菊池郡 

宮崎県宮崎市 

宮崎県日向市 

賃 貸 用

資産 

土地、建物、

構築物、 

器具備品 

大分県佐伯市 

熊本県熊本市 

宮崎県宮崎郡 

遊休 

資産 

建物、 

構築物、 

器具備品 

宮崎県延岡市 

当社グループは、キャッシュ・フ

ローを生み出す 小の単位として、

店舗を基本単位とし、また賃貸用資

産及び遊休資産については、物件単

位毎にグルーピングしております。 

営業活動から生じる損益が継続し

てマイナスとなっている店舗及び賃

貸用資産や土地の時価の下落が著し

い店舗、賃貸用資産及び遊休資産を

対象とし、回収可能価額が帳簿価額

を下回るものについて土地、建物及

び構築物等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。 

(2) 減損損失の金額 

固定資産の種類 
金額 

(千円) 

土地 359,103 

建物及び構築物 219,843 

その他 54,491 

計 633,438 

(3) 回収可能価額の算定方法 

回収可能価額が使用価値の場合

は、将来キャッシュ・フローを

5.0％の割引率で割り引いて計算して

おります。回収可能価額が正味売却

価額の場合には、不動産鑑定評価額

を基に算出評価しております。 

※２ 減損損失の内訳 

(1) 概要 

減損損失の内容は次の通りであり

ます。 

当中間連結会計年度において、以

下の資産について減損損失を計上し

ております。 

用 途 種 類 場 所 

倉庫 
建物、 

構築物 

製造用

設備 

機械装置、 

器具備品 

大分県大分市

当社グループは、キャッシュ・フ

ローを生み出す 小の単位として、

店舗を基本単位とし、また賃貸用資

産及び遊休資産については、物件単

位毎にグルーピングしております。 

営業活動から生じる損益が継続し

てマイナスとなっている店舗及び賃

貸用資産や土地の時価の下落が著し

い店舗、賃貸用資産及び遊休資産を

対象とし、回収可能価額が帳簿価額

を下回るものについて土地、建物及

び構築物等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。 

(2) 減損損失の金額 

固定資産の種類 
金額 

(千円) 

建物及び構築物 7,317

その他 1,481

計 8,798

(3) 回収可能価額の算定方法 

回収可能価額が使用価値の場合

は、将来キャッシュ・フローを

5.0％の割引率で割り引いて計算して

おります。回収可能価額が正味売却

価額の場合には、不動産鑑定評価額

を基に算出評価しております。 

※２ 減損損失の内訳  

(1) 概要 

減損損失の内容は次の通りであり

ます。 

当連結会計年度において、以下の

資産について減損損失を計上してお

ります。 

用 途 種 類 場 所 

営業用

店舗 

 

土地、建物、

構築物、 

器具備品、 

リース資産等 

大分県大分市

大分県臼杵市

大分県津久見市

熊本県熊本市

熊本県菊池郡

宮崎県宮崎市

宮崎県延岡市

宮崎県日向市

賃貸用

資産 

土地、建物、

構築物、 

器具備品 

大分県佐伯市

熊本県熊本市

宮崎県宮崎郡

遊休 

資産 

建物、 

構築物、 

器具備品 

宮崎県延岡市

当社グループは、キャッシュ・フ

ローを生み出す 小の単位として、

店舗を基本単位とし、また賃貸用資

産及び遊休資産については、物件単

位毎にグルーピングしております。 

営業活動から生じる損益が継続し

てマイナスとなっている店舗及び賃

貸用資産や土地の時価の下落が著し

い店舗、賃貸用資産及び遊休資産を

対象とし、回収可能価額が帳簿価額

を下回るものについて土地、建物及

び構築物等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。 

(2) 減損損失の金額 

固定資産の種類 
金額 

(千円) 

土地 504,129

建物及び構築物 275,753

その他 84,528

計 864,410

(3) 回収可能価額の算定方法 

回収可能価額が使用価値の場合

は、将来キャッシュ・フローを

5.0％の割引率で割り引いて計算して

おります。回収可能価額が正味売却

価額の場合には、不動産鑑定評価額

を基に算出評価しております。  
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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５月 21 日 至 平成 18 年 11 月 20 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 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 4,963,128 ― ― 4,963,128

 

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 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 19,848 661,800 ― 681,648

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 自己株式の買受による増加    660,000 株 

 単元未満株式の買取りによる増加   1,800 株 

 

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 

平成 18 年８月 18 日 

定時株主総会 
普通株式 19,773 4.00 平成 18 年５月 20 日 平成 18 年８月 19 日

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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円） 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成 19 年１月 18 日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 21,407 5.00 平成 18 年 11 月 20 日 平成 19 年１月 29 日

 

 

前連結会計年度(自 平成 17 年５月 21 日 至 平成 18 年５月 20 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(株) 4,963,128 ― ― 4,963,128

 

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(株) 18,648 1,200 ― 19,848

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 1,200 株 

 

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 

平成 17 年８月 18 日 

定時株主総会 
普通株式 19,777 4.00 平成 17 年５月 20 日 平成 17 年８月 19 日

平成 18 年１月 18 日 

取締役会 
普通株式 19,776 4.00 平成 17 年 11 月 20 日 平成 18 年１月 30 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当連結会計年度末日後となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円） 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成 18 年８月 18 日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 19,773 4.00 平成 18 年５月 20 日 平成 18 年８月 19 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５月21日 

至 平成17年11月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年５月21日 

至 平成18年11月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年５月21日 

至 平成18年５月20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 

現金及び 
預金勘定 

2,068,727千円 

預入期間が 
３か月を超える 
定期預金 

△5,412 

有価証券(MMF) 761 

現金及び 
現金同等物 

2,064,076 

 

※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 

現金及び 
預金勘定 

2,733,206千円

預入期間が 
３か月を超える
定期預金 

△855,413 

有価証券(MMF) 762 

現金及び 
現金同等物 

1,878,555 

 

※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 

現金及び 
預金勘定 

2,920,011千円

預入期間が 
３か月を超える 
定期預金 

△5,412 

有価証券(MMF) 761 

現金及び 
現金同等物 

2,915,360 

 

※２ 

――――― 

※２ 

――――― 

※２ 当連結会計年度に株式の売却により

連結子会社でなくなった会社の資産

及び負債の主な内訳 

 

株式の売却により㈱下川調剤が連

結子会社でなくなったことに伴う売

却時の資産及び負債の内訳並びに㈱

下川調剤の売却価額と売却による収

入は次のとおりであります。 

流動資産 583,330千円

固定資産 51,177 

流動負債 △516,151 

固定負債 △38,774 

株式売却損 △29,582 

㈱下川調剤株式の 
売却価額 

50,000 

㈱下川調剤現金及び 
現金同等物 

△91,777 

差引：売却のための 
収入（純額） 

△41,777 

 

株式の売却により㈱シモカワドラ

ッグが連結子会社でなくなったこと

に伴う売却時の資産及び負債の内訳

並びに㈱シモカワドラッグの売却価

額と売却による収入は次のとおりで

あります。 

流動資産 525千円

固定資産 81,080 

流動負債 △42,306 

固定負債 △84,721 

株式売却益 55,421 

㈱シモカワドラッグ 
株式の売却価額 

10,000 

㈱シモカワドラッグ 
現金及び現金同等物 

△290 

差引：売却のための 
収入（純額） 

9,709 
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(セグメント情報) 

【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５月21日 至 平成17年11月20日) 
 

 
スーパー 
マーケット
事業(千円)

ドラッグ 
ストア 

事業(千円)

その他事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社(千円) 

連結 
(千円) 

 営業収益及び営業損益  

営業収益  

(1) 外部顧客に対する 
営業収益 

12,318,528 2,324,646 193,823 14,836,998 ─ 14,836,998

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

5,335 1,465 172,455 179,256 ( 179,256) ─

計 12,323,864 2,326,112 366,278 15,016,255 ( 179,256) 14,836,998

営業費用 12,038,355 2,256,445 354,123 14,648,924 ( 179,328) 14,469,595

営業利益 285,509 69,666 12,155 367,331 72 367,403

(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 各事業区分の主な内容 

(1) スーパーマーケット事業 …… 生鮮食品、一般食料品及び日用雑貨品等の販売 

レジャー関連用品(主に釣具)の販売 

(2) ドラッグストア事業 ………… 医薬品、化粧品及び日用雑貨品等の販売 

調剤薬局の経営 

(3) その他事業 …………………… 弁当類・飲食物の製造・販売 

３ 「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「会計処理の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期

間より「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。この変更に伴い、従来の方法に比べ各セグメントに与える影響額は軽微でありま

す。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年５月21日 至 平成18年11月20日) 
 

 
スーパー 
マーケット 
事業(千円) 

その他事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社(千円) 

連結 
(千円) 

 営業収益及び営業損益  

営業収益  

(1) 外部顧客に対する 
営業収益 

14,207,047 347,011 14,554,058 ─ 14,554,058

(2) セグメント間の内部 
営業収益又は振替高 

8,253 212,660 220,913 ( 220,913) ─

計 14,215,300 559,671 14,774,972 ( 220,913) 14,554,058

営業費用 13,914,304 561,396 14,475,701 (220,993) 14,254,707

営業利益 300,995 △1,725 299,270 80 299,351

(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 各事業区分の主な内容 

(1) スーパーマーケット事業 …… 生鮮食品、一般食料品及び日用雑貨品等の販売 

レジャー関連用品(主に釣具)の販売 

(2) その他事業 …………………… 弁当類・飲食物の製造・販売 

医薬品、化粧品及び日用雑貨品等の販売 

３ ドラッグストア事業につきましては、平成18年6月21日に会社分割による譲渡を行ったことにより同事業が小規模とな

ったため、当連結会計期間より事業区分から除いております。なお、その間の業績につきましては、その他事業に含

めております。 
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前連結会計年度(自 平成17年５月21日 至 平成18年５月20日) 
 

 
スーパー 
マーケット
事業(千円)

ドラッグ 
ストア 

事業(千円)

その他事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社(千円) 

連結 
(千円) 

 営業収益及び営業損益  

営業収益  

(1) 外部顧客に対する 

営業収益 
26,097,698 4,513,917 373,202 30,984,818 ― 30,984,818

(2) セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
20,077 2,550 370,582 393,211 (393,211) ―

計 26,117,775 4,516,467 743,785 31,378,029 (393,211) 30,984,818

営業費用 25,611,442 4,423,790 718,663 30,753,895 (387,665) 30,366,230

営業利益 506,333 92,677 25,122 624,133 (5,545) 618,588

(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 各事業区分の主な内容 

(1) スーパーマーケット事業 …… 生鮮食品、一般食料品及び日用雑貨品等の販売 

レジャー関連用品(主に釣具)の販売 

(2) ドラッグストア事業 ………… 医薬品、化粧品及び日用雑貨品等の販売 

調剤薬局の経営 

(3) その他事業 …………………… 弁当類・飲食物の製造・販売 

３ 会計処理の変更に記載されているとおり、当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」を適用しております。 

これにより、減価償却費がスーパーマーケット事業で 25,918 千円、ドラッグストア事業で 3,176 千円、その他事業

で 2,240 千円それぞれ減少し、営業利益がそれぞれ同額増加しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する

子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項は

ありません。 
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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５月21日 

至 平成17年11月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年５月21日 

至 平成18年11月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年５月21日 

至 平成18年５月20日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引 

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 

 有形固定 
資産 

器具備品 
(千円) 

無形固定
資産 

ｿﾌﾄｳｪｱ 
(千円) 

合 計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

841,344 61,786 903,130

減価償却 
累計額 
相当額 

493,339 56,865 550,205

減損損失 
累計額 
相当額 

29,038 ― 29,038

中間期末 
残高 
相当額 

318,966 4,920 323,886

 

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 

 有形固定
資産 

器具備品
(千円)

無形固定
資産 

ｿﾌﾄｳｪｱ
(千円)

合 計
(千円)

取得価額
相当額 

773,381 14,108 787,489

減価償却
累計額 
相当額 

405,137 6,192 411,330

減損損失
累計額 
相当額 

38,074 ― 38,074

中間期末
残高 
相当額 

330,169 7,915 338,085

 

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 

 有形固定 
資産 

器具備品 
(千円) 

無形固定 
資産 

ｿﾌﾄｳｪｱ 
(千円) 

合 計
(千円)

取得価額
相当額 

920,771 67,940 988,711

減価償却
累計額 
相当額 

529,284 58,613 587,898

減損損失
累計額 
相当額 

47,319 ― 47,319

期末残高
相当額 

344,168 9,326 353,494

 
 

② 未経過リース料中間期末残高相当額及

びリース資産減損勘定中間期末残高 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 111,857千円

１年超 221,583千円

合計 333,440千円

リース資産減損勘定中間期末残高 

24,398千円
 

② 未経過リース料中間期末残高相当額及

びリース資産減損勘定中間期末残高 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 101,262千円

１年超 242,189千円

合計 343,451千円

リース資産減損勘定中間期末残高 

25,702千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額及びリ

ース資産減損勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 104,135千円

１年超 255,068千円

合計 359,203千円

リース資産減損勘定期末残高 

38,616千円
 

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 

支払リース料 71,772千円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
4,640千円

減価償却費 

相当額 
68,288千円

支払利息 

相当額 
3,089千円

減損損失 29,038千円

 

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 

支払リース料 59,294千円

リース資産減損

勘定の取崩額 
8,258千円

減価償却費 

相当額 
55,909千円

支払利息 

相当額 
2,550千円

 

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 

支払リース料 142,543千円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
8,703千円

減価償却費 

相当額 
132,869千円

支払利息 

相当額 
6,098千円

減損損失 47,319千円

 
④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

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。 

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。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

利息相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算

定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間(平成17年11月20日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２ 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) 

(1) 株式 32,245 55,284 23,038

(2) 債券  

国債・地方債等 ─ ─ ─

社債 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

(3) その他 23,606 22,103 △1,503

合計 55,852 77,387 21,534

 

３ 時価評価されていない主な「有価証券」 

 

 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) 非連結子会社株式(非上場) 9,700

(2) その他有価証券 

非上場株式 11,870

マネー・マネージメント・ファンド 761

 

 

当中間連結会計期間(平成18年11月20日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２ 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) 

(1) 株式 31,403 44,028 12,624

(2) 債券  

国債・地方債等 ─ ─ ─

社債 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

(3) その他 8,907 9,372 464

合計 40,311 53,401 13,089

 

３ 時価評価されていない主な「有価証券」 

 

 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) 非連結子会社株式(非上場) 9,700

(2) その他有価証券 

非上場株式 1,000

マネー・マネージメント・ファンド 762
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前連結会計年度(平成18年５月20日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２ 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) 

(1) 株式 32,245 55,872 23,627

(2) 債券  

国債・地方債等 ─ ─ ─

社債 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

(3) その他 8,786 9,557 771

合計 41,031 65,430 24,398

 

３ 時価評価されていない主な「有価証券」 

 

 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1) 非連結子会社株式(非上場) 9,700

(2) その他有価証券 

非上場株式 11,870

マネー・マネージメント・ファンド 761
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年５月21日 

至 平成17年11月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年５月21日 

至 平成18年11月20日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年５月21日 

至 平成18年５月20日) 

――――― (1) 取引の内容及び利用目的等 

当社は、変動金利の借入金の調達資

金を固定金利の資金調達に換えるた

め、金利スワップ取引を行っておりま

す。 

なお、デリバティブ取引を利用して

ヘッジ会計を行っております。 

① ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 金利スワップ 

（ヘッジ対象） 借入金の利息 

② ヘッジ方針 

当社は、借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワップ取引を行

っており、ヘッジ対象の識別は個別契

約毎に行っております。 

③ ヘッジの有効性評価の方法 

リスク管理方法に従って、以下の条

件を満たす金利スワップを締結してお

ります。 

Ⅰ 金利スワップの想定元本と長期借

入金の元本金額が一致している。 

Ⅱ 金利スワップと長期借入金の契約

期間及び満期が一致している。 

Ⅲ 長期借入金の変動金利のインデッ

クスと金利スワップで受払いされ

る変動金利のインデックスが一致

している。 

Ⅳ 長期借入金と金利スワップの金利

改定条件が一致している。 

Ⅴ 金利スワップの受払い条件がスワ

ップ期間を通して一定である。 

従って、金利スワップの特例処理の

要件を満たしておりますので決算日に

おける有効性の評価を省略しておりま

す。 

(1) 取引の内容及び利用目的等 

同左 

 (2) 取引に対する取組方針 

金利関連のデリバティブ取引につい

ては、現在、変動金利を固定金利に変

換する目的で金利スワップ取引を利用

しているのみであり、投機目的の取引

は行わない方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

 (3) 取引に対するリスクの内容 

金利スワップ取引においては、市場

金利の変動によるリスクを有しており

ます。 

なお、デリバティブ取引の契約先

は、信用度の高い国内の金融機関であ

るため、相手先の契約不履行によるい

わゆる信用リスクは、ほとんどないと

判断しております。 

(3) 取引に対するリスクの内容 

同左 

 (4) 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引の実行及び管理は、

社内ルールに従い、経理担当部門が決

裁担当者の承認を得て行っておりま

す。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

同左 
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２ 取引の時価等に関する事項 

前中間連結会計期間末（平成17年11月20日） 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年11月20日） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。 

 

前連結会計年度末（平成18年５月20日） 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

その他事業 370,346 105.9 

 (注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

上記、「その他事業」に係る生産は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

 

(3) 販売実績 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

スーパーマーケット事業 14,133,943 115.4 

その他事業 342,186 176.5 

合計 14,476,129 98.1 

 (注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 販売高に対し10％以上に該当する販売先がないため、相手先別の販売実績は記載しておりません。 

３ 上記販売実績は、営業収益から「その他の営業収入」を除いた「売上高」を記載しております。 

４ ドラッグストア事業につきましては、平成 18 年 6 月 21 日に会社分割による譲渡を行ったことにより同事業が小規模

となったため、当連結会計期間より事業区分から除いております。なお、その間の業績につきましては、その他事業

に含めております。 

 

(4) 仕入実績 

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

スーパーマーケット事業 11,435,891 114.2 

その他事業 314,238 169.6 

合計 11,750,130 99.1 

 (注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ ドラッグストア事業につきましては、平成 18 年 6 月 21 日に会社分割による譲渡を行ったことにより同事業が小規模

となったため、当連結会計期間より事業区分から除いております。なお、その間の業績につきましては、その他事業

に含めております。 

 

 


