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１．平成18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1)経営成績 （百万円未満切捨)

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 685,268 0.0 1,727 － △1,683 －

17年12月期 685,035 △1.1 △675 － △6,882 －

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

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 △47,774 － △53 74 － － △55.6 △0.3 △0.2

17年12月期 △17,707 － △25 26 － － △30.9 △1.2 △1.0

（注）①期中平均株式数(普通株式) 18年12月期 888,987,617株 17年12月期 701,157,917株 

　　　　　　　　(優先株式については別紙ご参照ください)

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、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、対前期増減率であります。

(2)財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月期 504,420 61,890 12.3 △20 37

17年12月期 598,840 109,987 18.4 33 73

（注）①期末発行済株式数(普通株式) 18年12月期          888,957,049株 17年12月期 889,019,313株

　　　　　　　　　(優先株式については別紙ご参照ください)

②期末自己株式数(普通株式) 18年12月期 529,748株 17年12月期 467,484株

２．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 － － －

通　期 －  －  －  

(参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 円　銭

　（注）当社は平成19年12月期の単独決算業績予想を開示していません。 

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末 期末 年間

17年12月期 － － － － － －

18年12月期 － － － － － －

19年12月期（予想） － － －    

（注）上記配当は普通株式に関するものであります。(優先株式については別紙ご参照ください)

－ 1 －



 

「期中平均株式数」(自己株式数控除後) 

 18年12月期 17年12月期

 普通株式   888,987,617 株  701,157,917 株

 Ａ種優先株式   8,000,000 株  666,666 株

 Ｂ種優先株式           12,000,000 株  1,000,000 株

 Ｃ種優先株式           12,000,000 株  1,000,000 株

 Ｄ種優先株式           48,000,000 株  4,000,000 株

 

 

 「期末発行済株式数」(自己株式数控除後) 

 18年12月期 17年12月期

 普通株式             888,957,049 株  889,019,313 株

 Ａ種優先株式           8,000,000 株  8,000,000 株

 Ｂ種優先株式            12,000,000 株  12,000,000 株

 Ｃ種優先株式            12,000,000 株  12,000,000 株

 Ｄ種優先株式            48,000,000 株  48,000,000 株

 

 

 「普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳」

 

基準日 中間期末 期末 年間合計

 17年12月期

 Ａ種優先株式

 Ｂ種優先株式

 Ｃ種優先株式

 Ｄ種優先株式

 
－
－
－
－

 
－
－
－
－

 
－
－
－
－

18年12月期(実績)

 Ａ種優先株式

Ｂ種優先株式

 Ｃ種優先株式

 Ｄ種優先株式

 
－
－
－
－

 
－
－
－
－

 
－
－
－
－

19年12月期(予想)

 Ａ種優先株式

 Ｂ種優先株式

 Ｃ種優先株式

 Ｄ種優先株式

 
－
－
－
－

 
－
－
－
－

 
－
－
－
－

 

 

 「18年12月期の業績」指標算式 

 

 　　　○１株当たり当期純利益

普通株式に係る当期純利益

 普通株式の期中平均発行株式数

 

 　　　○１株当たり純資産

 

期末の普通株式に係る純資産額

期末の普通株式の発行済株式数
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　　個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金   101,399   60,314  

２　受取手形   21   93  

３　売掛金   21,751   14,171  

４　商品   36,805   38,365  

５　貯蔵品   1,139   1,175  

６　前払費用   5,185   4,933  

７　短期貸付金   3,921   3,747  

８　関係会社短期貸付金   70,198   77,518  

９　未収入金   8,714   5,481  

10　関係会社立替金   16,650   13,041  

11　その他   4,211   2,809  

12　貸倒引当金   △9,480   △24,897  

流動資産合計   260,520 43.5  196,753 39.0

Ⅱ　固定資産        

(1) 有形固定資産  ※１       

１　建物 ※２ 240,706   －   

減価償却累計額  157,900 82,806  － 74,941  

２　構築物  18,096   －   

 減価償却累計額  12,584 5,512  － 4,286  

３　機械装置  1,048   －   

 減価償却累計額  814 234  － 2,678  

４　車両運搬具  15   －   

 減価償却累計額  14 1  － 236  

５　工具器具備品  24,031   －   

 減価償却累計額  16,323 7,708  － 5,529  

６　土地
※２
※５

 68,699   67,743  

７　建設仮勘定   3,026   580  

８　その他   369   －  

有形固定資産合計   168,357 28.1  155,996 30.9
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

(2) 無形固定資産        

１　借地権   4,136   3,719  

２　商標権   19   15  

３　ソフトウェア   3,039   2,164  

４　電話加入権   357   357  

５　施設利用権   59   63  

無形固定資産合計   7,612 1.3  6,319 1.3

(3) 投資その他の資産        

１　投資有価証券 ※２  10,735   10,277  

２　関係会社株式   28,263   14,754  

３　出資金   200   177  

４　長期貸付金   43,690   40,242  

５　関係会社長期貸付金   3,496   3,323  

６　破産更生債権等   476   475  

７　長期前払費用   5,104   3,945  

８　敷金 ※９  66,136   66,402  

９　出店仮勘定 ※３  830   1,792  

10　その他   7,168   8,220  

11　貸倒引当金   △3,752   △4,261  

投資その他の資産合計   162,349 27.1  145,351 28.8

固定資産合計   338,320 56.5  307,667 61.0

資産合計   598,840 100.0  504,420 100.0

        

－ 4 －



  
前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形   1,739   －  

２　買掛金 ※９  85,426   83,393  

３　短期借入金   3,840   7,400  

４　関係会社短期借入金   2,785   2,100  

５　一年内返済予定長期借入
金

※２  40,010   19,565  

６　一年内償還予定社債   4,000   2,000  

７　コマーシャル・ペーパー   54,400   41,400  

８　未払金 ※２  1,928   2,284  

９　未払費用   13,634   14,389  

10　未払法人税等   1,144   885  

11　未払消費税等   652   178  

12　前受金   83   36  

13　預り金   37   99  

14　前受収益   1,367   1,265  

15　その他   2,423   2,509  

流動負債合計   213,474 35.6  177,507 35.2

Ⅱ　固定負債        

  １　社債   2,000   1,600  

２　長期借入金 ※２  238,948   230,856  

３　繰延税金負債   213   121  

４　再評価に係る繰延税金負
債 

 ※５  3,498   3,327  

５　退職給付引当金   10,508   9,709  

６　預り協力保証金   19,357   18,132  

７　その他  ※２  851   1,273  

固定負債合計   275,378 46.0  265,022 52.5

負債合計   488,853 81.6  442,530 87.7
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前事業年度

（平成17年12月31日）
当事業年度

（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※４  129,895 21.7  － －

Ⅱ　資本剰余金        

資本準備金   76,236   －  

資本剰余金合計   76,236 12.7  － －

Ⅲ　利益剰余金       －

当期未処理損失   92,713   － －

利益剰余金合計   △92,713 △15.5  － －

Ⅳ　土地再評価差額金 ※５  △3,591 △0.6  － －

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 ※８  315 0.1  － －

Ⅵ　自己株式 ※６  △154 △0.0  － －

資本合計   109,987 18.4  － －

負債・資本合計   598,840 100.0  － －

        

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   － －  129,895 25.8

２　資本剰余金        

資本準備金   －   76,236  

資本剰余金合計   － －  76,236 15.1

３　利益剰余金        

その他利益剰余金        

繰越利益剰余金   －   △141,592  

利益剰余金合計   － －  △141,592 △28.1

４　自己株式   － －  △170 △0.0

株主資本合計   － －  64,369 12.8

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

  － －  179 0.0

２　繰延ヘッジ損益   － －  △172 △0.0

３　土地再評価差額金 ※５  － －  △2,486 △0.5

評価・換算差額等合計   － －  △2,479 △0.5

Ⅲ　新株予約権      1 0.0

純資産合計   － －  61,890 12.3

負債純資産合計   － －  504,420 100.0
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(2) 損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   685,035 100.0  685,268 100.0

Ⅱ　売上原価        

１　商品期首たな卸高  37,327   36,805   

２　当期商品仕入高  518,009   521,626   

合計  555,337   558,431   

３　商品期末たな卸高  36,805 518,532 75.7 38,365 520,066 75.9

売上総利益   166,503 24.3  165,201 24.1

Ⅲ　営業収入        

１　不動産賃貸収入  18,125   17,726   

２　その他の営業収入 ※１ 22,337 40,462 5.9 20,821 38,548 5.6

営業総利益   206,966 30.2  203,750 29.7

Ⅳ　販売費及び一般管理費        

１　宣伝費  10,082   10,130   

２　配送・運搬費  15,901   16,122   

３　従業員給料・賞与  61,758   60,236   

４　法定福利・厚生費  7,237   7,354   

５　退職給付費用  4,126   2,971   

６　役員退職慰労引当金　　
繰入額

 6   －   

７　借地借家料  46,176   46,189   

８　減価償却費  13,895   12,210   

９　水道光熱費  10,392   10,612   

10　その他  38,063 207,641 30.3 36,194 202,022 29.4

営業利益又は
営業損失(△)

  △675 △0.1  1,727 0.3

Ⅴ　営業外収益        

１　受取利息 ※２ 2,323   2,430   

２　受取配当金 ※２ 1,107   199   

３　雑収入 ※６ 572 4,003 0.6 1,493 4,123 0.6

        

Ⅵ　営業外費用        

１　支払利息  8,418   6,985   

２　社債利息  179   61   

３　コマーシャル・　　　　
ペーパー利息

 935   201   

４　雑損失  675 10,210 1.5 286 7,535 1.1

経常損失   6,882 △1.0  1,683 △0.2
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前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別利益        

１　固定資産売却益 ※３ 34   31   

２　関係会社株式売却益  4,075   49   

３　投資有価証券売却益  365   －   

４　借入債務消却益　  －   1,100   

５　その他  103 4,579 0.7 102 1,284 0.2

        

Ⅷ　特別損失        

１　固定資産売却損 ※４ 28   40   

２　固定資産除却損 ※５ 395   649   

３　投資有価証券売却損  －   11   

４　投資有価証券評価損  31   －   

５　関係会社株式評価損  1,355   10,118   

６　店舗解約損失  16   1,090   

７　貸倒引当金繰入額  5,604   15,936   

８　退職給付会計基準　　　
変更時差異費用処理額

 2,658   －   

９　商品評価損  1,902   －   

10　減損損失 ※７ －   17,580   

11　その他  359 12,351 1.8 1,722 47,149 6.9

税引前当期純損失   14,653 △2.1  47,549 △6.9

法人税、住民税　　　　
及び事業税

 396   396   

法人税等調整額  2,658 3,054 0.5 △170 225 0.1

当期純損失   17,707 △2.6  47,774 △7.0

前期繰越損失   74,950   －  

土地再評価差額金取崩額   △54   －  

当期未処理損失   92,713   －  
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(3) 損失処理計算書及び株主資本等変動計算書

損失処理計算書

  
前事業年度

平成18年２月17日
取締役会決議

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処理損失   92,713

Ⅱ　次期繰越損失   92,713
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）　　　　　　　　　　　　　(単位 百万円)

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
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成17年12月31日 残高 129,895 76,236 76,236 △92,713 △92,713 △154 113,263

事業年度中の変動額

当期純利益(△損失)    △47,774 △47,774  △47,774

土地再評価差額金の取崩額    △1,104 △1,104  △1,104

自己株式の取得      △15 △15

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額）        

事業年度中の変動額合計 － － － △48,879 △48,879 △15 △48,894

平成18年12月31日 残高 129,895 76,236 76,236 △141,592 △141,592 △170 64,369

 

評価・換算差額等
 

新株予約権 純資産合計
その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日 残高 315 － △3,591 △3,276 － 109,987

事業年度中の変動額

当期純利益(△損失)      △47,774

土地再評価差額金の取崩額      △1,104

自己株式の取得      △15

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額） △135 △172 1,104 796 1 798

事業年度中の変動額合計 △135 △172 1,104 796 1 △48,096

平成18年12月31日 残高 179 △172 △2,486 △2,479 1 61,890
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

 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

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）

その他有価証券

・時価のあるもの

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

移動平均法による原価法

・時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

生鮮食品を除く商品は売価還元法による

原価法

生鮮食品は主に最終仕入原価法による原

価法

 　─────

商品

生鮮食品を除く商品は売価還元法による

原価法

 生鮮食品は主に最終仕入原価法による原

価法

 物流センター在庫は主に移動平均法によ

る原価法

 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産……定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

有形固定資産

同左

 建物　　　　　　　６～50年  

 構築物　　　　　　10～50年  

 工具器具備品　　　３～20年  

 その他　　　　　　４～17年  

 無形固定資産……定額法

自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっています。

無形固定資産

同左

 投資その他の資産……均等額償却 投資その他の資産

同左

４　繰延資産の処理方法 新株発行費

支出時に全額費用として処理しています。

─────

 

社債発行費

支出時に全額費用として処理しています。

社債発行費

同左

 ５　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、貸倒実績率に基

づき、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、

回収不能見込相当額を計上しています。

(1)貸倒引当金

 同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

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、当期末において発

生していると認められる額を計上して

います。

なお、会計基準変更時差異（16,133百

万円）については、５年による按分額

を費用処理しています。

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

間以内の一定の年数による定額法によ

り各発生年度の翌期から費用処理する

こととしています。

また、過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による定額法により発

生年度から費用処理することとしてい

ます。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

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、当期末において発

生していると認められる額を計上して

います。

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

間以内の一定の年数(主に10年)による

定額法により各発生年度の翌期から費

用処理することとしています。

また、過去勤務債務については、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(５年)による定額法に

より発生年度から費用処理することと

しています。

 (3) 役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰労金

に充てるため、内規に基づく期末要支

給額を計上していましたが、第50期定

時株主総会(平成17年３月30日)の決議

に基づき役員退職慰労金制度を廃止し、

株式報酬型ストックオプション制度に

移行しました。なお、旧制度の期末の

未払額は固定負債の「その他」に含ま

れています。

(3) 　　　　　─────

 

   

６　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わ

る方法に準じた会計処理によっています。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

７　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しています。な

お、金利スワップについては特例処理

の要件を満たしている場合は特例処理

を採用しています。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利リスクを回避す

るためのスワップ取引

ヘッジ対象・・・借入金の支払金利

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3) ヘッジ方針

リスク管理方針に基づき、金利変動リ

スクをヘッジすることとしています。

(3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ手段

の相場変動又はキャッシュ・フロー変

動の累計を比較し、その変動額の比率

によって有効性を評価しています。

ただし、特例処理によっているスワッ

プについては、有効性の評価を省略し

ています。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較し、その変動額

の比率によって有効性を評価していま

す。

ただし、特例処理によっているスワッ

プについては、有効性の評価を省略し

ています。

８　その他財務諸表作成のた

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

抜方式によっています。

 消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ───── （固定資産の減損に係る会計基準）

  　当事業年度より、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」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しています。これ

により従来の方法によった場合と比べ、1,656百万円営業

利益は増加し、経常損失は減少しています。税引前当期

純損失は15,924百万円増加しています。

  なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除していま

す。 

 ─────

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　 当事業年度より、「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）を適用しています。従来の資本の部

の合計に相当する金額は62,061百万円であります。

  なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しています。

  

 ─────

 

（ストック・オプション等に関する会計基準）

当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及

び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）

を適用しています。

　これにより１百万円営業利益は減少し、経常損失及び

税引前当期純損失は、それぞれ１百万円増加しておりま

す。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ―――――― (貸借対照表)

前会計年度において区分掲記していた有形固定資産に対す

る減価償却累計額は、従来各資産科目の控除科目を当会計

年度より各資産の金額から直接控除し、その控除残高を各

資産の金額として表示し、当該減価償却累計額を一括して

注記する方法に変更しています。なお、当事業年度を前事

業年度同様の方法によった場合の貸借対照表の表示につい

ては、以下のとおりであります。

建物(取得価額) 237,778百万円

減価償却累計額 162,836　〃

計 　　74,941　〃

 

構築物(取得価額) 17,197百万円

減価償却累計額 12,911　〃

計 　　4,286　〃

 

機械及び装置(取得価額) 3,718百万円

減価償却累計額 1,040　〃

計 　　2,678　〃

 

車両運搬具(取得価額) 290百万円

減価償却累計額 54　〃

計 　　236　〃

 

器具備品(取得価額) 21,169百万円

減価償却累計額 15,640　〃

計 　　5,529　〃

 

 (注)取得価額は減損損失直接控除後の金額であります。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年１月１日

至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（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、当期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710百万円を販売費及び一般

管理費として処理しています。

─────
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注記事項

 (貸借対照表関係)

前事業年度

（平成17年12月31日）

当事業年度

（平成18年12月31日）

※１　　　　　　　　─────

 

※１　有形固定資産減価償却累計額

192,484百万円

※２　担保資産

担保に供している資産

※２　担保資産

担保に供している資産

資産の種類 金額（百万円）

建物 21,196

土地 56,833

投資有価証券 1,870

合計 79,899

資産の種類 金額（百万円）

建物 19,323

土地 56,075

合計 75,399

(1) 建物21,196百万円、土地56,833百万円は、長期借入

金21,172百万円、一年内返済予定長期借入金

9,183百万円、固定負債その他752百万円、未払金

150百万円に対する担保に供しています。

    上記物件は、長期借入金23,577百万円、一年内返済

予定長期借入金3,389百万円、固定負債その他602百

万円、未払金150百万円に対する担保に供していま

す。

(2) 投資有価証券1,870百万円は下松タウンセンター開

発㈱の借入金330百万円に対する担保に供していま

す。

 

※３　建設中の賃借店舗に対する敷金及び長期貸付金の目

的で支払う内金で、支払完了時にそれぞれの科目に

振替えられるものであります。

※３　同左　

※４　会社が発行する株式 ※４　　　　　　　　　─────

 

 普通株式

優先株式

2,200,000,000株

 80,000,000株

ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われた

場合には、これに相当する株式数を減ずることと

なっています。 

 

 

 

発行済株式総数 普通株式

A種優先株式

B種優先株式

C種優先株式

D種優先株式

889,486,797株

 8,000,000株

 12,000,000株

 12,000,000株

 48,000,000株

 

※５　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律（平成11年３月31日公布法律第24

号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差

額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、それを控除した金額

を「土地再評価差額金」として資本の部に計上して

います。

・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第４号及び第５号の定

めに従い、土地の評価額を合理的に算出しています。

※５　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部

を改正する法律（平成11年３月31日公布法律第24

号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差

額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、それを控除した金額

を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上し

ています。

・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第４号及び第５号の定

めに従い、土地の評価額を合理的に算出しています。

・再評価を行った年月日 平成13年２月28日

・再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

△12,728百万円

・再評価を行った年月日 平成13年２月28日

・再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額

　 △12,123百万円
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前事業年度

（平成17年12月31日）

当事業年度

（平成18年12月31日）

※６　自己株式の保有数 ※６　　　　　　　　 ─────

 普通株式 467,484株  

　７　資本の欠損の額は、92,868百万円であります。 　７　　　 　　　　　─────

※８　配当制限

 有価証券の時価評価により純資産額が315百万円増

加しております。

なお、当該金額は商法施行規則第124条第3号の規

定により、配当に充当することが制限されていま

す。

※８ 　　　　　　　　─────

 

※９　区分掲記されたもの以外の関係会社に対する主な資

産・負債は次のとおりであります。

敷金 8,609百万円

買掛金 6,312　〃

※９　区分掲記されたもの以外の関係会社に対する主な資

産・負債は次のとおりであります。

敷金 9,553百万円

買掛金 5,670　〃

１０　偶発債務

(1) 債務保証

１０　偶発債務

(1) 債務保証

㈱エスシーシーの借入金及び土地

買取契約等に対する保証額
6,521百万円

下松タウンセンター開発㈱の銀行

借入金に対する保証額
4,494　〃

㈱九州西友の家賃支払に対する保

証額
368　〃

社員の住宅ローン等の借入金に対

する保証額
189　〃

㈱東北西友のリース契約に対する

保証額
10　〃

計 11,584　〃

㈱エスシーシーの借入金及び土地

買取契約等に対する保証額
6,406百万円

下松タウンセンター開発㈱の銀行

借入金に対する保証額
3,696  〃

㈱九州西友の家賃支払に対する保

証額
306　〃

社員の住宅ローン等の借入金に対

する保証額
146　〃

㈱東北西友のリース契約に対する

保証額
2　〃

計   10,558　〃

(2) 保証予約 (2) 保証予約

下松タウンセンター開発㈱の銀行

借入金に対する保証予約額
712百万円

計 712　〃

下松タウンセンター開発㈱の銀行

借入金に対する保証予約額
626百万円

計 626　〃
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 (損益計算書関係)

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　この内訳は次のとおりであります。 ※１　この内訳は次のとおりであります。

受取運搬料 14,866百万円

受取広告協賛金等 7,471　〃

計 22,337　〃

受取運搬料       14,346百万円

受取広告協賛金等 6,475　〃

計 20,821　〃

※２　営業外収益のうち関係会社に対するものは次のとお

りであります。

※２　営業外収益のうち関係会社に対するものは次のとお

りであります。

受取利息 1,702百万円

受取配当金 1,002　〃

受取利息 1,810百万円

受取配当金 120　〃

※３　この内訳は次のとおりであります。 ※３　この内訳は次のとおりであります。

土地 34百万円 土地   31百万円

※４　この内訳は次のとおりであります。 ※４　この内訳は次のとおりであります。

土地 28百万円 土地   40百万円

※５　この内訳は次のとおりであります。 ※５　この内訳は次のとおりであります。

建物 59百万円

構築物 17　〃

工具器具備品 106　〃

閉鎖店舗等除却費用他 212　〃

計 395　〃

工具器具備品 108百万円

改装等 118　〃

閉鎖店舗等除却費用他 　　422　〃

計 　　649　〃

 ※６　　　　　　　　　─────  ※６　この内訳は次のとおりであります

 不動産証券化配当金 407百万円

子会社からのロイヤルティー 490　〃

その他 　　596　〃

計 1,493　〃
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前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※７　　　　　　　　──────　　　　　

 

※７   減損損失

  　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位とし

て、店舗を基本単位として資産のグルーピングをしてい

ます。営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ

る資産グループ及び閉鎖店舗等の遊休資産等について、

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います。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価

額または使用価値により測定しています。正味売却価額

は、土地については、路線価および不動産鑑定評価額等

を基に算出した金額によっています。その他の固定資産

については合理的な見積もりによっています。また、使

用価値は将来キャッシュ・フローを４％で割引いて算出

しています。

 

 （１）減損を認識した資産グループの概要

 （単位 百万円)

用途 種類 地域 物件数 金額

 
 

 
関東 28 6,205

店舗
土地及び

建物等  
東海 6 896

 
 

  
関西 12 4,508

遊休資産 
土地及び

建物等  

東日本

・関西 
5 5,970

合計 51 17,580

 

（２）固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 

 (単位 百万円)

固定資産の種類 金額

 建物 10,857

 土地 1,370

 その他の有形固定資産 3,419

 無形固定資産 587

 投資その他の資産 701

 リース資産 643

合計 17,580

 

－ 19 －



（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

自己株式

普通株式 467,484 62,264 － 529,748

合計 467,484 62,264 － 529,748

 (注)　普通株式の自己株式数の増加62,264株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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

　借主側

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

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

　借主側

(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

（百万円）

減価償却
累計額相
当額

（百万円）

期末残高
相当額

（百万円）

機械装置 1,141 828 312

車両運搬具 0 0 0

工具器具備品 21,484 13,271 8,213

計 22,625 14,100 8,525

 
取得価額
相当額

（百万円）

減価償却
累計額相
当額

（百万円）

減損損失
累計額相
当額 

（百万円）

期末残高
相当額

（百万円）

機械装
置

961 799 20 141

工具器
具備品

12,855 6,735 585 5,533

計 13,816 7,535 606 5,674

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 

(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 2,663百万円

１年超 6,233　〃

計 8,897　〃

１年内 1,811百万円

１年超 4,429　〃

計 6,240　〃

リース資産減損勘定の残高 　　382百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

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 4,089百万円

減価償却費相当額 3,690　〃

支払利息相当額 278　〃

支払リース料      2,823百万円

リース資産減損勘定の取崩額     261  〃  

減価償却費相当額      2,373　〃

支払利息相当額 　191　〃

減損損失     643  〃

(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

額法によっています。

(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

息法によっています。

(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

借主側

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

１年内 9,627百万円

１年超 79,577　〃

計 89,204　〃

１年内      9,615百万円

１年超     78,492　〃

計 88,107　〃
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②　有価証券

　前事業年度（平成17年12月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　当事業年度（平成18年12月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

③　税効果会計

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31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  

繰越欠損金 55,785百万円

有価証券評価損 10,874　〃

貸倒引当金繰入超過額 5,339　〃

退職給付引当金 4,245　〃

その他 2,397　〃

繰延税金資産小計 78,642　〃

評価性引当額 △78,642　〃

繰延税金資産合計 －　

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 213百万円

繰延税金負債合計 213　〃

  

  

再評価に係る繰延税金資産  

再評価に係る繰延税金資産 3,536百万円

評価性引当額 △3,536　〃

再評価繰延税金資産合計 －

再評価に係る繰延税金負債  

再評価に係る繰延税金負債 3,498　〃 

再評価に係る繰延税金負債の純額 3,498　〃 

  

繰延税金資産  

繰越欠損金   51,184百万円

有価証券評価損 14,959　〃

貸倒引当金繰入超過額 11,773　〃

減損損失等に伴う減価償却超過額 ７,741　〃

退職給付引当金 3,922　〃

その他  273　〃

繰延税金資産小計  89,855　〃

評価性引当額 △89,855　〃

繰延税金資産合計 －　

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 121百万円

繰延税金負債合計 121　〃

  

再評価に係る繰延税金資産  

再評価に係る繰延税金資産 2,988百万円

評価性引当額 △2,988  〃

再評価繰延税金資産合計 － 

再評価に係る繰延税金負債  

再評価に係る繰延税金負債 3,327  〃 

再評価に係る繰延税金負債の純額 3,327　〃 

  

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

税引前当期純損失を計上したため、該当の記載は行

なっていません。

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

同左
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 (１株当たり情報)

項目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 33.73円 △20.37円

１株当たり当期純損失 25.26円 53.74円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 １株当たり当期純損失であるため記載

していません。

 

同左

 

１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当期純損失（百万円） 17,707 47,775

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純損失（百万円） 17,707 47,775

普通株式の期中平均株式数（株） 701,157,917 888,987,617

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

平成14年５月23日定時株主総会決議

における第３回新株予約権

4,714個

平成17年３月30日定時株主総会決議

における第６回新株予約権

290個

平成17年12月15日臨時株主総会決

議における優先株式

 Ａ種優先株式

 8,000,000株

 Ｂ種優先株式

 12,000,000株

 Ｃ種優先株式

 12,000,000株

 Ｄ種優先株式

 48,000,000株

なお、優先株式の普通株式への当初

転換価額は205円であります。

 

平成14年５月23日定時株主総会決議

における第３回新株予約権

4,714個

平成17年３月30日定時株主総会決議

における第６回新株予約権

290個

平成17年12月15日臨時株主総会決

議における優先株式

 Ａ種優先株式

 8,000,000株

 Ｂ種優先株式

 12,000,000株

 Ｃ種優先株式

 12,000,000株

 Ｄ種優先株式

 48,000,000株

なお、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式

の普通株式の取得価額は170円、Ｃ

種優先株式、Ｄ種優先株式の普通株

式の取得価格は205円であります。

 

平成18年３月29日定時株主総会決議

における第７回新株予約権

208個

平成18年３月29日定時株主総会決議

における第８回新株予約権

12個
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 (重要な後発事象)

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

    ―――――― 株式会社みずほコーポレート銀行が保有するＢ種優先株

式2,900,000株について、平成19年１月30日に普通株式

への転換（優先株式を取得し、引換えに普通株式を交

付）がされました。それに伴い増加した普通株式の数は

17,058,823株、増加後の普通株式の発行済株式総数は

906,586,620株です。
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