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１．平成18年12月期の連結業績 (平成18年１月１日～平成18年12月31日)

(1) 連結経営成績                                                                                      　　   （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 960,861 △3.6 3,222 161.3 △2,614 －

17年12月期 997,103 △3.3 1,233 △87.1 △6,160 －

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 △55,792 － △62 82 －  △68.4 △0.4 △0.3

17年12月期 △17,774 － △25 43 －  △32.2 △1.0 △0.6

 (注) ①持分法投資損益 18年12月期 17百万円 17年12月期 △24百万円

②期中平均株式数(連結)(普通株式) 18年12月期 888,184,279株 17年12月期 698,897,459株

　　　　　　　　　　  (優先株式については別紙ご参照ください)

③会計処理の方法の変更 無

④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) 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12月期 547,922 53,691 9.8 △29 63

17年12月期 651,386 109,439 16.8 33 16

 (注) 期末発行済株式数 (連結) 18年12月期 888,957,049株 17年12月期 887,734,013株

                     (優先株式については別紙ご参照ください)

(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12月期 17,597 △14,840 △41,255 70,937

17年12月期 9,866 △14,968 25,562 109,433

(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 17社 持分法適用非連結子会社数 ０社 持分法適用関連会社数 １社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結 (新規) ０社  (除外) １社 持分法 (新規) ０社  (除外) ０社

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

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円  百万円 百万円

中間期 478,400 2,800 △400 △2,200

通　期 992,100 10,600 4,000 800

 (参考)１株当たり予想当期純利益 (通期)　　　０円90銭

※　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います。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７ページを参照して下さい。
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 「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 888,184,279株 698,897,459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  887,734,013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

「18年12月期の連結業績」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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　　企業集団の状況

　当社の企業集団は、当社、子会社17社、関連会社２社で構成され、小売事業,不動産事業により生活の向上に役立つ事

業の展開を行っています。

  当社の親会社はワイオミング ホールディング ジーエムビーエイチです。なお、同社はウォルマート・ストアーズInc.

が株式を100％間接保有する持株会社であります。その他、兄弟会社ウォルマート　アドバイザリー サービスからマネ

ジメント・サービスの提供を受けています。

 当グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントは次のとおりであります。

事業の種類別

セグメント
主な事業内容 主要な会社名 連結会社数 持分法適用会社数

小売事業

総合小売・スーパーマーケット事業

 

惣菜事業

 専門店事業

輸出入・卸売事業

その他の小売事業

㈱西友

◎㈱九州西友

◎㈱北海道西友　

◎㈱エス・エス・ブイ

◎㈱サニー　

◎㈱東北西友 

◎㈱若菜　他４社

◎㈱ニジコム

 ◎㈱西友プロキュアメント

◎二光㈱　　　　　　　　　他１社

□国分システムギフト㈱    

15社 １社

不動産事業 不動産賃貸事業 ◎㈱エスシーシー　他２社 ３社 －

  ◎連結子会社　□持分法適用会社 持分法非適用関連会社　１社

 以上の企業集団についての事業の系統図は、次のとおりであります。

 

上記会社との経営上の重要な契約

 　　　技術受入契約

 　　　　ウォルマート アドバイザリー サービス(Wal-Mart Advisory Services,Inc.)

 　　　　Management Service Agreement:日本国内の店舗営業、店舗開発、市場分析、経営管理等のマネジメント・サービスの提供

 　　　　ウォルマート・ストアーズ Inc.(Wal-Mart Stores,Inc.)

 　　　　License Agreement:商標、ノウハウ、ソフトウェア、その他の独自の情報及ぶ知的財産の使用権の供与
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　　経営方針
１．経営の基本方針

　当社グループは、「顧客最優先」の理念のもと、お客様に「西友のある街に住む幸せ」を感じていただける良質な

店舗・商品・サービスの提供を通じて、地域社会への貢献を果たすことを基本方針としてまいりました。

　小売業とその関連分野に経営資源を集約し、お客様のご支援を得て更なる成長を目指すとともに、業界に先がけた

地球環境問題への取り組みなど、企業市民としての役割を積極的に果たすことで、お客様、株主の皆様、お取引先様、

従業員および社会全体に貢献してまいります。

２．利益配分に関する基本方針

　当社は、小売本業の成長力・収益力を高め、継続的な企業価値向上を図ることが、株主の皆様の利益に結びつくも

のと考えております。

　しかしながら、過去における多角化等、非小売事業からの撤退により、多額の未処理損失が計上されております。

　これからは、ウォルマート・ストアーズInc(以下「ウォルマート社」)と進めてきた取り組みを活用し、小売本業の

成長を実現、企業価値の向上を目指していくうえで、当面は内部留保の充実に注力してまいります。

３．中長期的な経営戦略

　当社グループは、「顧客最優先」の理念のもと、小売業に経営資源を集中し、良質なサービスの提供及び企業価値

向上の実現に取り組み、お客様、株主の皆様、お取引先様、従業員及び地域社会から最も尊敬され、信頼される小売

グループとなることを目指します。

　そのため、ウォルマート社の経営ノウハウ、ビジネスモデルの導入を進めることで、店舗オペレーションの効率化、

商品調達力の強化、情報システムインフラの整備など小売事業基盤の構造的な改善を推進してまいります。

　また、グループ経営の強化に向けて、中核となる小売事業グループにおいては、今後さらなる規模の拡大を図ると

ともに店舗オペレーション、商品政策の一元化を推進し、あわせてグループ全体での人材資源の最適活用、間接業務

の効率化により、最適なグループ連結経営を推進してまいります。

　さらには、従業員一人一人が笑顔でお客様に対する気持ちの良い接客をする等、小売業の基本に忠実に取り組んで

いくことにより、「顧客最優先」の精神を誠実に実践していきます。

　当社グループはウォルマート社との提携を機に、新生西友として営業力の一層の向上と収益構造の改善をはかり、

企業価値最大化に全力を注いでまいります。

４．会社の対処すべき課題

　2007年度は、2006年度に取り組んできた諸課題を引き続き継続し、その改善のスピードをあげて、業績向上を図っ

てまいります。

【店舗の改装】

　2007年度も引き続き既存店の改装を積極的に行い、地域のお客様のご要望にお応えする品揃えや売場環境の改善

に取り組んでまいります。

【お買物しやすい売場つくり】

　24時間営業店舗の拡大や夜間の品揃えの強化にも引き続き取り組んでまいります。

また、衣料品の「ジョージ」や食品・住居用品の「グレートバリュー」などのプライベートブランド商品について

は、単に海外の商品をそのまま調達するのではなく、日本のお客様の求める品質や嗜好に適したものを開発し、そ

の調達にあたってウォルマート社の保有する世界的なネットワークや優れた品質管理の手法、協力工場などの資産

を活用して積極的に行ってまいります。

【サプライチェーンへの取り組み】

　三郷物流センターの本格稼動を受けて、お取引先様との間でサプライチェーンの強化に積極的に取り組んでまい

ります。

【人材の育成】　

　お客様により良いサービスを提供するために人材教育に力を入れています。商品の加工技術や整備などの技能ト

レーニングだけでなく、企業文化などの研修を通してグローバルな視野を持つ人材の育成を行ってまいります。
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【ＣＳＲ(企業の社会に対する責任)】　

　当社は、従来から企業の社会に対する責任を果たす活動の一つとして環境問題に取り組んでまいりました。

　2006年５月には、当社が継続的に行ってきた「エコニコ学習会」などの地域活動や従業員への環境教育などが評

価され第１回「我が家の環境大臣　エコファミリーレポート」で、最優秀賞である「環境大臣賞」を受賞いたしま

した。また、同年12月には、日本経済新聞社が毎年行っている「経営環境度調査－小売・外食部門－」において、

２年連続して１位の評価を得ることができました。

　2007年度も引き続き、廃棄物の削減、消費電力削減などに取り組み環境負荷の軽減と省コストに努めてまいりま

す。また、「エコニコ学習会」を通して行っている地域への貢献も積極的に進めてまいります。

【企業統治と内部統制】　

　当社は第48期定時株主総会において「委員会等設置会社」に移行し、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、

取締役会の業務執行に対する監督機能の強化と、企業統治の透明性の向上を図ってまいりました。

　2006年５月の会社法施行に際し、経営の機動性・効率化をより一層進めるために、執行役により構成される「経

営委員会」を設置し、取締役会の決議事項の一部を委譲いたしました。さらに、内部統制体制の整備も引き続き進

めてまいります。

５．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

ワイオミング　ホールディング

ジーエムビーエイチ

(Wyoming Holding GmbH)

親会社 53.56  

ウォルマート・ストアーズ Inc.

 (Wal-Mart Stores,Inc.)
親会社

53.56

(53.56)

New York Stock Exchange 

Pacific Stock Exchange

(注)親会社等の議決権所有割合欄の(　)内は、間接所有割合で内数であります。

(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または名称及びその理由

当社に与える影響が最も大きいと認められる会社：ウォルマート・ストアーズInc．

その理由：親会社であり上場会社であるため

(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

　当社はウォルマート・ストアーズInc．を実質的な親会社とし、同社を中心とする企業集団に属しています。

また同社とは商標、ノウハウ、ソフトウェア、その他の独自の情報及び知的財産の使用権の供与に関するライ

センス契約を結んでおり、一定条件のもとロイヤルティを支払うこととなっています。

　当社取締役11名のうち、ウォルマート・ストアーズInc．から４名が社外取締役として選任されています。

当社の事業展開にあたっては、執行役兼務の取締役及び執行役を中心に、独立した企業体としての経営判断と

事業活動を行っています。

 

－ 5 －



　　経営成績及び財政状態

１．営業の概況

 (１) 企業集団の営業の経過および成果

【営業の概況】

　当連結会計年度の西友グループ売上高は、9,608億61百万円(前年同期比96.4％)となりました。前年度の子会社売

却及び店舗閉鎖の影響により総売上高は減少いたしましたが、既存店の売上高伸び率は0.6％と15年ぶりに増加に転

じました。一方、利益面につきましては、営業利益は32億22百万円（前年同期比261.4％）、経常損失は、26億14百

万円（前連結会計年度は経常損失61億60百万円）となり、いずれも前期と比べて改善することができました。この

ように売上高の拡大、収益性の改善に向けた取り組みは着実に進捗しておりますが、当期は特別損失として減損損

失を492億円計上した結果、当期純損失は557億92百万円となりました。

次に事業の種類別セグメントの事業は次のとおりであります。　

《小売事業》

　2006年度は、

①　地域性・品質・ファッションなどお客様が探している商品を揃えよう。

②　24時間営業の拡大や一箇所で必要なものが揃う売場つくりなど、お客様にとってより良いサービス、利便性を

提供しよう。

③　価格に加え品質やファッションなどお客様がいつも考えている価値を提供しよう。

　　　の３つを柱として、営業の強化に取り組んでまいりました。

　2006年度は、お客様の声を参考にして、前期の改装店舗数（15店舗）を大きく上回る73店舗で改装を行ないまし

た。地域に合った品揃えやレイアウト（売場配置）などを改善し、お客様が商品を選びやすく、快適にお買物を楽

しめる環境の整備を進めた結果、改装店舗の売上は順調に推移しています。

　お客様のご要望にお応えするために、生鮮食品や惣菜などの品揃えの充実に加えて、24時間営業店舗の拡大、夜

間の品揃えの強化などを進めています。24時間営業店舗は当期は53店舗増加し、期末現在では262店舗となりました。

　また、当社では店舗に対するさまざまな視点からのお客様の評価を定期的に調査し改善に結びつけていますが、

最近の調査では開始以来の高い評価をいただくことができました。

特に、品揃えやレジの正確さ・スピードなどの評価が大きく改善いたしました。

　当期中に新たに開設した店舗は、西友グループ全体で当社の「仙台泉店」（宮城県）「ひたち野うしく店」（茨

城県）の大型店２店舗と「熱田三番町店」（愛知県）の計３店舗です。

一方、既存の営業資産の見直しを行い、収益面で課題となっていた13店舗の営業を終了いたしました。

　この結果、当期末現在の店舗数は西友グループ全体で392店舗、当社としては204店舗となりました。

　2006年８月に埼玉県三郷市に食品・住居用品・衣料品を総合的に取り扱う物流センターを新設し、お取引先様の

ご協力を得て首都圏の一部店舗に向けた商品の供給を開始いたしました。

  これらの結果、小売事業の売上高は9,582億40百万円(前年同期比98.7％)、営業利益は12億49百万円(前連結会

計年度は営業損失10億10百万円）となりました。

 《不動産事業》

　不動産事業においては遊休資産の再稼動やテナント改廃など収益向上に努める一方、保有資産の処分を進めまし

た。

　 これらの結果、不動産事業の売上高は57億41百万円(前年同期比103.5％)、営業利益は19億73百万円(前年同期比

174.6％)となりました。
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２．財政状態

【連結キャッシュフローの状況】

　　当連結会計年度における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前当期純損失549億11百万円に

減価償却費157億12百万円などに加え、減損損失492億88百万円の計上、売上債権の減少額79億20百万円、仕入債

務の減少額33億６百万円などがあり、差し引き175億97百万円の増加となりました。

　　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、主に有形固定資産の取得による支出が145億64百万円、定期預金の

減少額35億99百万円があったことなどにより、差し引き148億40百万円の減少となりました。

　　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入金の返済による支出1,125億68百万円に対し、長期借入に

よる収入829億69百万円があったことなどにより、差し引き412億55百万円の減少となりました。

　　これらの結果、「現金及び現金同等物の期末残高」は前期末に比較し384億96百万円減少し、709億37百万円と

なりました。

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

自己資本比率 (％) 0.2 16.8 9.8

時価ベース自己資本比率 (％) 22.8 45.8 22.6

債務償還年数 (年) ― 36.3 17.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
― 1.0 2.4

(注)  １. 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

　　　２．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います。

　　　３．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)により算出しています。

　　　４．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」を使用しています。

　　　　　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います。また、利払

　　　　　いについては連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しています。

　　　５．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスである期につきましては記載

　　　　　していません。

３．通期の見通し

　　2007年度は、「４．会社の対処すべき課題」に記載のとおり、継続的に取り組み、改善のスピードを上げて業

績向上を図ってまいります。

　　通期の見通しは、連結売上高9,921億円、営業利益106億円、経常利益40億円、当期純利益８億円を見込んでい

ます。
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 ４．事業等のリスク

　当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があ

る事項には、主として以下のようなものがあります。

　なお、本項における将来に関する事項は、当連結会計年度末日(平成18年12月31日)現在において判断したもので

あります。

１．小売業における市場環境の動向

当社グループの中核事業である小売業は、景気や個人消費の動向、異常気象等の影響を受けやすい特性があります。

現状のオーバーストアが進み店舗間競争が激化している環境下で、個人消費の低迷が長期にわたり続いた場合、当

社グループの売上及び業績にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは、衣料品・住居用

品を中心に一部食品においても季節商品を販売しており、冷夏・暖冬等の異常気象が発生した場合、当社グループ

の売上及び業績にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。

２．食品の安全性 

　食品の安全性・衛生管理については、当社グループでは「安全衛生管理委員会」を設置し、お客様に安心してお

買物をして頂けるよう食品の安全確保のための施策に取り組むと共に、常に安全で衛生的な店舗の維持に努めてい

ます。しかしながら、牛海綿状脳症(ＢＳＥ)や鳥インフルエンザ等が発生する可能性は否定できず、これが発生す

ることにより一般消費者に食品に対する不安感が広まった場合、当社グループの売上及び業績にマイナスの影響を

及ぼす可能性があります。　

３．自然災害・事故等のリスク

　当社グループは自然災害や事故等からお客様の安全を確保するため、店舗の耐震性の強化、防災対応マニュアル

の整備、消防法他の法令尊守の徹底及び避難訓練の実施等万全の備えを行っています。また、対策本部の設置、通

信連絡システムの整備、情報システムのバックアップ体制の構築等を進めてきました。しかしながら、地震・台風

等の大規模自然災害による店舗施設他の被災及び予期せぬ事故等による火災等が発生した場合、当該被災店舗の営

業活動を一時休止せざるを得ない状況も予想され、当社グループの売上、業績及び財務状態にマイナスの影響を及

ぼす可能性があります。

４．法的規制

　当社グループの出店に際して、売場面積が1,000㎡超の場合「大規模小売店舗立地法」により、交通渋滞、騒音、

廃棄物等について都道府県または政令指定都市の審査及び規制を受けています。 また今後郊外への出店も規制の方

向にあり、当社グループの今後の出店計画においてもこれらの法的規制により影響を受ける可能性があります。

　また、税制改正により消費税率の引き上げが実施された場合、短期的に個人消費が変動することが予想され、当

社グループの売上に影響を及ぼす可能性があります。

５．個人情報の管理

　当社グループでは、小売事業に伴う顧客の個人情報を保有しています。これらの個人情報の管理については、「個

人情報の保護に関する法律」の施行に伴い、社内規定・マニュアル等を見直し、厳格な運用と従業員への教育の徹

底を行っています。これらの対策を期していますが、予想せぬ事件・事故等により個人情報の流出等が発生した場

合、当社グループの社会的信用の低下を招き、売上及び業績へマイナスの影響を及ぼす可能性があります。

６．金利・金融市場の動向

　平成18年12月31日現在の当社グループの連結有利子負債残高は、3,152億円であります。なお長期・短期借入金の

中には固定金利の借入金もあり金利変動リスクの軽減を図っていますが、今後の金利変動・金融市場の動向によっ

ては、当社グループの金利負担・資金調達等において、業績及び財政状態にマイナスの影響を及ぼす可能性があり

ます。

７．年金債務及び年金資産

　当社グループの退職給付費用及び退職給付債務は、割引率、年金資産の期待運用収益率等の基礎率を前提に算出

しています。この前提が経済環境の変化その他の要因により変動した場合や年金資産の運用実績が低下した場合に

は、当社グループの業績及び財政状態にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。

８．減損会計

　当社グループは、「固定資産の減損に係る会計基準」を今会計年度より適用していますが、当社グループの保有

資産について実質的価値の下落や収益性の低下等により減損処理がさらに必要となった場合、特別損失として減損

損失が計上され、当社グループの業績及び財政状態にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。
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　　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12月31日)
当連結会計年度

(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 ※４  114,066   73,320  

２　受取手形及び売掛金   26,353   18,432  

３　たな卸資産   50,626   51,664  

４　繰延税金資産   269   325  

５　その他   25,167   21,698  

６　貸倒引当金   △52   △48  

流動資産合計   216,430 33.2  165,392 30.2

Ⅱ　固定資産        

(1) 有形固定資産 ※１       

１　建物及び構築物 ※４ 362,641   －   

減価償却累計額  219,553 143,088  － 117,491  

２　土地
※３
※４

 131,843   116,479  

３　その他  37,492   －   

減価償却累計額  24,026 13,465  － 10,791  

有形固定資産合計   288,397 44.3  244,763 44.7

(2) 無形固定資産        

１　連結調整勘定   1,006   668  

２　その他   8,132   6,446  

無形固定資産合計   9,139 1.4  7,115 1.3

(3) 投資その他の資産        

１　投資有価証券
※２
※４

 12,476   11,519  

２　長期貸付金 ※４  48,041   44,674  

３　敷金・保証金 ※４  67,192   67,961  

４　繰延税金資産   1,028   823  

５　その他   13,269   10,735  

６　貸倒引当金   △4,589   △5,063  

投資その他の資産合計   137,418 21.1  130,651 23.8

固定資産合計   434,955 66.8  382,529 69.8

資産合計   651,386 100.0  547,922 100.0
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前連結会計年度

(平成17年12月31日)
当連結会計年度

(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　支払手形及び買掛金   105,515   102,208  

２　短期借入金 ※４  50,704   32,700  

３　一年内償還予定社債   4,000   2,000  

４　コマーシャル・
ペーパー

  54,400   41,400  

５　未払法人税等   1,689   1,677  

６　賞与引当金   415   486  

７　その他   26,873   28,188  

流動負債合計   243,598 37.4  208,661 38.1

Ⅱ　固定負債        

１　社債   2,000   1,600  

２　長期借入金 ※４  246,690   237,505  

３　繰延税金負債   1,836   789  

４　再評価に係る
  繰延税金負債

※４  3,498   3,327  

５　退職給付引当金   15,313   14,490  

６　役員退職慰労引当金   168   125  

７　その他 ※４  28,813   27,730  

固定負債合計   298,320 45.8  285,568 52.1

負債合計   541,919 83.2  494,230 90.2

        

(少数株主持分)        

少数株主持分   27 0.0  － －

        

(資本の部)        

Ⅰ　資本金   129,895 19.9  － －

Ⅱ　資本剰余金   77,531 11.9  － －

Ⅲ　利益剰余金   △95,031 △14.6  － －

Ⅳ　土地再評価差額金 ※３  △3,223 △0.5  － －

Ⅴ　その他有価証券
評価差額金

  890 0.1  － －

Ⅵ　為替換算調整勘定   △374 △0.1  － －

Ⅶ　自己株式 ※６  △248 △0.0  － －

資本合計   109,439 16.8  － －

負債、少数株主持分
及び資本合計

  651,386 100.0  － －
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前連結会計年度

(平成17年12月31日)
当連結会計年度

(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
(％)

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   － －  129,895 23.7

２　資本剰余金   － －  77,706 14.1

３　利益剰余金   － －  △151,930 △27.7

４　自己株式   － －  △170 △0.0

　　株主資本合計   － －  55,501 10.1

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  452 0.1

２　繰延ヘッジ損益   － －  △172 0.0

３　土地再評価差額金 ※３  － －  △2,118 △0.4

　　評価・換算差額等合計   － －  △1,838 △0.3

Ⅲ　新株予約権   － －  1 0.0

Ⅳ　少数株主持分   － －  27 0.0

純資産合計   － －  53,691 9.8

負債純資産合計   － －  547,922 100.0
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(2) 連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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   997,103 100.0  960,861 100.0

Ⅱ　売上原価   751,896 75.4  720,260 75.0

売上総利益   245,206 24.6  240,600 25.0

Ⅲ　営業収入   37,483 3.8  35,269 3.7

営業総利益   282,689 28.4  275,870 28.7

Ⅳ　販売費及び一般管理費        

１　従業員給料・賞与  95,569   92,639   

２　賞与引当金繰入額  1,179   812   

３　退職給付費用  4,444   3,698   

４　役員退職慰労引当金
繰入額

 62   24   

５　借地借家料  49,952   48,900   

６　連結調整勘定償却額  610   338   

７　その他  129,638 281,456 28.2 126,235 272,648 28.4

営業利益   1,233 0.1  3,222 0.3

Ⅴ　営業外収益        

１　受取利息  661   638   

２　受取配当金  113   89   

３　持分法による投資利益  ―   17   

４　雑収入  2,800 3,575 0.4 1,143 1,888 0.1

Ⅵ　営業外費用        

１　支払利息  8,682   7,100   

２　コマーシャル・
ペーパー利息

 935   201   

３　持分法による投資損失  24   －   

４　雑損失  1,326 10,970 1.1 423 7,725 0.8

  経常損失   6,160 △0.6  2,614 △0.3
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前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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 ※１ 36   2   

２　投資有価証券売却益  1,765   49   

３　借入債務消却益  －   1,100   

４　その他  228 2,031 0.2 198 1,351 0.1

Ⅷ　特別損失        

１　固定資産売却損 ※２ 303   61   

２　固定資産除却損 ※３ 937   814   

３　貸倒引当金繰入額  336   514   

４　退職給付会計基準
変更時差異費用処理額

 3,128   －   

５　商品評価損  2,094   －   

６　減損損失 ※４ ―   49,289   

７　その他  1,348 8,148 0.8 2,967 53,647 5.6

税金等調整前当期
純損失

  12,278 △1.2  54,911 △5.7

法人税、住民税
及び事業税

 2,271   1,650   

法人税等調整額  3,174 5,446 0.5 △769 880 0.1

少数株主利益   49 0.0  0 0.0

当期純損失   17,774 △1.8  55,792 △5.8
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(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額 (百万円)

 (資本剰余金の部)    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   16,103

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１　連結子会社の株式交換に
伴う増加額

 523  

２　第三者割当増資による
払込金

 62,385 62,909

Ⅲ　資本剰余金減少高    

１　自己株式処分差損  1,481 1,481

Ⅳ　資本剰余金期末残高   77,531

    

 (利益剰余金の部)    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △77,285

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　土地再評価差額金取崩額 ※１ ―  

２　持分法適用会社減少に
伴う増加高

 58 58

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１　役員賞与
 (うち監査役賞与)

 
2

(2)
 

２  土地再評価差額金取崩額  ※１ 13  

３　連結子会社減少に　　　
伴う減少高

 14  

４　当期純損失  17,774 17,804

Ⅳ　利益剰余金期末残高   △95,031
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（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

平成17年12月31日　残高 129,895 77,531 △95,031 △248 112,147

連結会計年度中の変動額

利益処分による役員賞与   △2  △2

当期純利益（△損失）   △55,792  △55,792

土地再評価差額金取崩額   △1,104  △1,104

自己株式の取得    △15 △15

自己株式の処分  175  93 268

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 － 175 △56,898 77 △56,645

平成18年12月31日　残高 129,895 77,706 △151,930 △170 55,501

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主

持分
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

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成17年12月31日　残高 890 － △3,223 △374 △2,707 － 27 109,467

連結会計年度中の変動額

利益処分による役員賞与        △2

当期純利益（△損失）        △55,792

土地再評価差額金取崩額        △1,104

自己株式の取得        △15

自己株式の処分        268

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△438 △172 1,104 374 868 1 0 870

連結会計年度中の変動額合計 △438 △172 1,104 374 868 1 0 △55,775

平成18年12月31日　残高 452 △172 △2,118 － △1,838 1 27 53,691
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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) 金額 (百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純損失  △12,278 △54,911

減価償却費  18,716 15,712

減損損失  － 49,289

連結調整勘定償却額  610 338

貸倒引当金の増減額  284 471

退職給付引当金の増減額  2,510 △865

賞与引当金の増減額  △37 70

受取利息及び受取配当金  △774 △728

支払利息及びコマーシャル・
ペーパー利息

 9,618 7,302

持分法による投資損益  24 △17

投資有価証券売却益  △1,765 △49

投資有価証券売却損  533 11

投資有価証券評価損  32 3

固定資産の除売却損益  991 479

商品評価損  2,094 －

売上債権の増減額  △7,521 7,920

たな卸資産の増減額  105 △1,038

仕入債務の増減額  6,636 △3,306

その他  1,560 6,076

小計  21,341 26,757

利息及び配当金の受取額  772 724

利息の支払額  △9,993 △7,274

法人税等の支払額  △2,254 △2,609

営業活動によるキャッシュ・フロー  9,866 17,597

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の増減額  △6,721 3,599

有形固定資産の取得による支出  △13,184 △14,564

有形固定資産の売却による収入  2,230 1,931

投資有価証券の取得による支出  △2 △84

投資有価証券の売却による収入  3,945 354

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

 △505 －

長期貸付による支出  △175 －

長期貸付金の回収による収入  5,648 1,739

短期貸付金の増減額  473 10

敷金・保証金の支出  △610 △139

敷金・保証金の回収による収入  846 1,385

預り協力保証金の返還による支出  △2,161 △1,272

預り協力保証金による収入  867 467

その他  △5,621 △8,267

投資活動によるキャッシュ・フロー  △14,968 △14,840
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前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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) 金額 (百万円)

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額  △23,117 △9,490

長期借入による収入  105,739 82,969

長期借入金の返済による支出  △178,630 △112,568

社債の発行による収入  11,400 1,580

社債の償還による支出  △16,539 △4,000

株式の発行による収入  124,894 －

自己株式の売却による収入  2,014 268

その他  △198 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー  25,562 △41,255

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  725 1

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  21,185 △38,496

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  88,247 109,433

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  109,433 70,937
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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17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しています。

連結子会社　18社

主要な連結子会社名は「企業集団の状

況」に記載しているため、省略してい

ます。

㈱西友プロキュアメントは㈱スマイル

会社分割に伴い当連結会計年度より連

結の範囲に含めています。㈱沖縄若菜、

西友(沙田)有限公司、

SEIYU(SINGAPORE)PTE LTD、

㈱スマイル、富士ラベル㈱及びSMAP 

PTE LTDは株式売却に伴い、㈱スミスは

株式売却により持分比率が低下したた

め、Seiyu International Finance 

B.V.は会社清算のため当連結会計年度

において連結の範囲から除外しました。

すべての子会社を連結しています。

連結子会社　17社

主要な連結子会社名は「企業集団の状

況」に記載しているため、省略してい

ます。

SEIYU HOLDINGS PTE LTD は会社清算

のため当連結会計年度において連結範

囲から除外しました。

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用した関連会社

関連会社　１社

主要な会社名

国分システムギフト㈱

㈱長浜都市開発は会社清算に伴い、

SEIYO INVESTMENT(S)PTE LTDは株式

売却により、㈱ホスピタリティ・ネッ

トワークは第三者割当増資に伴い持分

比率が低下したため当連結会計年度よ

り除外しました。

(1) 持分法を適用した関連会社

関連会社　１社

主要な会社名

国分システムギフト㈱

 (2) 持分法を適用しない関連会社の名称

関連会社

㈱サンシャイントーク

(2) 持分法を適用しない関連会社の名称

関連会社

㈱サンシャイントーク

 (3) 持分法を適用しない理由

持分法を適用しない関連会社は、連結

純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、重要性がないため、

持分法の適用から除外しました。

(3) 持分法を適用しない理由

同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

以下の連結子会社の決算日は当社とは異な

りますが、当連結財務諸表の作成に当って

は各社の決算日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っています。

11月30日　SEIYU HOLDINGS PTE LTD

──────
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12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

有価証券

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

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

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

主として移動平均法による原価法

・時価のないもの 

同左 

デリバティブ取引

時価法 

デリバティブ取引

同左 

たな卸資産 

主たる商品 

　売価還元法による原価法

なお、一部の連結子会社について

は個別法による原価法等で処理し

ています。

たな卸資産

商品  

生鮮商品を除く商品は売価還元法

による原価法

なお、一部の連結子会社について

は個別法による原価法等で処理し

ています。

生鮮商品

主に最終仕入原価法による原価

法 

 

生鮮商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 
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

主として定率法

ただし、一部の連結子会社について

は定額法で処理しています。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

同左

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

です。

建物及び構築物　　　６～50年

その他　　　　　　　３～20年

 無形固定資産

定額法

なお、無形固定資産の「その他」に

含めて計上している自社利用のソフ

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

 (3) 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。

(3) 繰延資産の処理方法

──────

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

 (4) 重要な引当金の計上基準

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、回収不能見込額を計上してい

ます。

(4) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充て

るため、支給見込額に基づき計上し

ています。 

賞与引当金 

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

 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いま

す。

なお、会計基準変更時差異(20,029

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

により翌連結会計年度から費用処理

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。

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いま

す。

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

定額法により翌連結会計年度から費

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。

 役員退職慰労引当金

一部の連結子会社については、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す。

なお当社は、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、旧制度の連結会計年度

末の未払額は固定負債の「その他」

に含まれています。

役員退職慰労引当金

一部の連結子会社については、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す。

 (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

によっています。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しています。

なお、為替予約取引について振当処理

の要件を満たしている場合は振当処理

を、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。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

 ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引並びに金利リスクを

回避するためのスワップ取引

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

 ヘッジ対象

外貨建営業債務及び借入金の支払

金利

ヘッジ対象

同左

 ヘッジ方針

リスク管理方針に基づき、為替変動

リスク及び金利変動リスクをヘッジ

することとしています。

ヘッジ方針

同左

 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。

ヘッジ有効性評価の方法

同左

 

 (7) 在外子会社等の採用する会計処理基準

在外子会社等の採用する会計処理基準

は、現地において一般に公正妥当と認

められている会計処理基準に従ってい

ます。

(7) 在外子会社等の採用する会計処理基準

同左

 (8) 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。

(8) 消費税等の会計処理

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、全面時価評価法によっています。

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

連結調整勘定の償却については、発生日以

後５年間で均等償却することとしています。

なお、連結調整勘定が僅少な場合には、発

生時の損益として処理しています。

同左

７　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

又は損失処理について、連結会計年度中に

確定した利益処分又は損失処理に基づいて

作成しています。

──────

８　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金(現金及び現金同等物)は、現金及び預金

(預入期間が３ヶ月を超える定期預金を除

く)並びに取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資で、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ものを計上していま

す。 

同左
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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の変更

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（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、2,886百万

円営業利益は増加し、経常損失は減少しています。税金等

調整前当期純損失は46,402百万円増加しています。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表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)を適用しています。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、53,835百万円

であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表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）

　当連結会計年度より、「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。

　これにより営業利益は１百万円減少し、経常損失及び税

金等調整前当期純損失はそれぞれ１百万円増加しています。

────── (役員賞与に関する会計基準)

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準第４号　平成17年11月29日)を適用していま

す。

　これによる損益に与える影響はありません。
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

(連結貸借対照表)

──────

(連結貸借対照表)

前連結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

科目を当連結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ました。

なお当連結会計年度の前連結会計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。

建物及び構築物(取得価額) 344,474 百万円

減価償却累計額 226,983 〃

計 117,491 〃

その他(取得価額) 34,382 百万円

減価償却累計額 23,590 〃

計 10,791 〃

(注)取得価額は減損損失直接控除後の金額であります。

(連結損益計算書)

１．前連結会計年度において区分掲記していた特別利益

の「前期損益修正益」は特別利益の総額の100分の10

以下となったため特別利益の「その他」に含めて表

示することにしました。なお、当連結会計年度の「前

期損益修正益」は66百万円であります。

２．前連結会計年度において区分掲記していた特別損失

の「前期損益修正損」は特別損失の総額の100分の10

以下となったため特別損失の「その他」に含めて表

示することにしました。なお、当連結会計年度の「前

期損益修正損」は２百万円であります。

(連結損益計算書)

前連結会計年度において区分掲記していた特別損益の

「商品評価損」は特別損益の総額の100分の10以下と

なったため特別損失の「その他」に含めて表示するこ

とにしました。なお当連結会計年度の「商品評価損」

は１百万円であります。

追加情報

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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963百万円を販売費及び

一般管理費として処理しています。　

──────
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注記事項

 (連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成17年12月31日)

当連結会計年度
(平成18年12月31日)

※１　　　　　　　　────── ※１　有形固定資産減価償却累計額

 250,573百万円

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

投資有価証券 (株式) 41百万円 投資有価証券 (株式)  58百万円

※３　当社は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。

※３　当社は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

※４　担保に供している資産 ※４　担保に供している資産

資産の種類 金額 (百万円)

現金及び預金 533

建物及び構築物 48,049

土地 88,493

投資有価証券 3,030

長期貸付金 241

敷金・保証金 60

合計 140,408

資産の種類 金額 (百万円)

現金及び預金 533

建物及び構築物 43,845

土地 79,416

投資有価証券 807

長期貸付金 210

敷金・保証金 60

合計 124,872

上記物件は、短期借入金10,233百万円、長期借入

110,895百万円、固定負債の「その他」2,747百万

円 及び輸入信用状の開設限度額30百万円に対する

担保に供しています。

上記物件は、短期借入金3,987百万円、長期借入

111,056百万円、固定負債の「その他」3,409百万

円 及び輸入信用状の開設限度額30百万円に対する

担保に供しています。
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前連結会計年度
(平成17年12月31日)

当連結会計年度
(平成18年12月31日)

５　偶発債務

(1) 債務保証

５　偶発債務

(1) 債務保証

土地買取契約に対する保証額 4,875百万円

久留米南ショッピングセンター

(協)の福岡県中小企業高度化資

金借入に対する保証額

　　565　〃

従業員の住宅ローン等の借入金

に対する保証額
189　〃

計 5,630　〃

土地買取契約に対する保証額 4,875百万円

久留米南ショッピングセンター

(協)の福岡県中小企業高度化資

金借入に対する保証額

　518　〃

従業員の住宅ローン等の借入金

に対する保証額
146　〃

計 5,540　〃

(2) 保証予約 (2) 保証予約

(協)宇土市ショッピングセン

ターの銀行借入金に対する保証

予約額

160百万円

計 　160　〃

(協)宇土市ショッピングセン

ターの銀行借入金に対する保証

予約額

133百万円

計 133　〃

※６　自己株式の保有数

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の

数は、以下のとおりであります。

※６　　　　　　　　　──────

普通株式 1,752千株

なお、当社の発行済株式総数は、普通株式889,486

千株、優先株式80,000千株であります。

 (連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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。　　　　

 土地 35 百万円 

 その他 0　 〃 

   計 36　 〃 

※１　この内訳は次のとおりであります。　　　　

 建物及び構築物 2 百万円 

※２　この内訳は次のとおりであります。

 建物及び構築物 77 百万円 

 土地 222   〃 

 その他 2   〃 

   計 303   〃

※２　この内訳は次のとおりであります。

 土地 61 百万円 

※３　この内訳は次のとおりであります。

 建物及び構築物 590 百万円

 閉鎖店舗等除却費用 212   〃 

 その他 134 　〃 

   計 937   〃 

※３　この内訳は次のとおりであります。

 建物及び構築物 138 百万円

 閉鎖店舗等除却費用 423   〃 

 その他 252 　〃 

   計 814   〃 

－ 26 －



前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

※４               ―――――― ※４  減損損失             

　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て、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、路線価及び不動産鑑定評価等を基

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

店舗
土地及び

建物等

北海道 

東北
17 7,971

関東 31 7,619

中部

 東海
30 5,715

関西 13 9,422

九州 21 2,717

遊休資産

等

土地及び

建物等 
関東他 58 15,842

合計 170 49,289

 (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 27,654

土地 16,198

その他有形固定資産 2,494

無形固定資産 995

投資その他の資産 714

リース資産 1,233

合計 49,289
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 (連結剰余金計算書関係及び連結株主資本等変動計算書関係) 

連結剰余金計算書関係

前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

※１　土地再評価差額金取崩額は、当社が再評価した事業

用土地を売却したことによるものであります。
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連結株主資本等変動計算書関係

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31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

株式の種類
前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 889,486,797 － － 889,486,797

Ａ種優先株式数 8,000,000 － － 8,000,000

Ｂ種優先株式数 12,000,000 － － 12,000,000

Ｃ種優先株式数 12,000,000 － － 12,000,000

Ｄ種優先株式数 48,000,000 － － 48,000,000

合計 969,486,797 － － 969,486,797

自己株式

普通株式 1,752,784 62,264 1,285,300 529,748

合計 1,752,784 62,264 1,285,300 529,748

 (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による増加であります。

 　　自己株式数の減少1,285,300株は売却による減少であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計年
度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計年
度末

提出会社

（親会社）

第３回新株予約権 普通株式 538,687,636 － － 538,687,636 －

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － － － － 1

合計 － 538,687,636 － － 538,687,636 1
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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17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

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

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 114,066百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △4,633　〃

現金及び現金同等物 109,433　〃

現金及び預金勘定 73,320百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2,383　〃

現金及び現金同等物 70,937　〃

２　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

株式の売却により連結除外した会社の連結除外時の資

産及び負債の内容は次のとおりであります。

──────

流動資産 16,029百万円

固定資産 2,024　〃

資産合計 18,054　〃

流動負債 11,872　〃

固定負債 769　〃

負債合計 12,642　〃

３　重要な非資金取引の内容

当連結会計年度に、連結子会社である㈱スマイル

を株式交換により完全子会社とするため、

新株式2,973,900株を発行しました。

──────

株式発行による資本剰余金増加額　　　 523百万円  
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①　リース取引

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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)

有形固定資産

その他
30,047 18,839 11,207

 
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)

有形固

定資産

その他

20,598 12,166 1,003 7,428

(注) 有形固定資産その他の主なものは、工具器具備品

であります。

(注) 有形固定資産その他の主なものは、工具器具備品

であります。

(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 3,762百万円

１年超 7,705 〃

計 11,467 〃

　１年内 2,745百万円

　１年超 5,607 〃

　計 8,353 〃

リース資産減損勘定の残高 617百万円

(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 5,628百万円

・減価償却費相当額 5,132 〃

・支払利息相当額 356 〃

・支払リース料 4,110百万円

・リース資産減損勘定の

　取崩額

418 〃

・減価償却費相当額 3,520 〃

・支払利息相当額 247 〃

・減損損失 1,035 〃

(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 10,982百万円

１年超 94,783 〃 

  計 105,766 〃 

１年内 10,972百万円

１年超 92,442 〃 

  計 103,415 〃 
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②　有価証券

前連結会計年度 (平成17年12月31日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

 種類 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 5,962 7,461 1,498

小計 5,962 7,461 1,498

合計 5,962 7,461 1,498

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券 （自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)

売却額 (百万円) 売却益の合計額 (百万円)　 売却損の合計額 (百万円)

894 568 ―

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

種類 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 3,653

その他 1,320

合計 4,973

子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 41
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当連結会計年度 (平成18年12月31日現在)

１　その他有価証券で時価のあるもの

 種類 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 1,151 2,172 1,020

小計 1,151 2,172 1,020

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

株式 5,257 4,997 △260

小計 5,257 4,997 △260

合計 6,408 7,169 760

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券 （自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

売却額 (百万円) 売却益の合計額 (百万円)　 売却損の合計額 (百万円)

3 － 11

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

種類 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 3,259

その他 1,032

合計 4,291

子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 58
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③　デリバティブ取引

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

(1) 取引の内容及び利用目的

当社及び一部の連結子会社では、資産・負債の総合的

管理の手段として、また、為替相場の変動リスク及び

金融市場の金利変動リスクに対応する手段としてデリ

バティブ取引を利用しています。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ています。

(1) 取引の内容及び利用目的

当社及び一部の連結子会社では、資産・負債の総合的

管理の手段として、また、為替相場の変動リスク及び

金融市場の金利変動リスクに対応する手段としてデリ

バティブ取引を利用しています。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ています。

ヘッジ手段

為替予約取引並びに金利リスクを回避するための

スワップ取引

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

外貨建営業債務及び借入金の支払金利

ヘッジ対象

同左

ヘッジ方針

リスク管理方針に基づき、為替変動リスク及び金

利変動リスクをヘッジすることとしています。

ヘッジ方針

同左

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。

ヘッジ有効性評価の方法

同左

 

(2) 取引に対する取組方針

当社及び一部の連結子会社が行っているデリバティブ

取引は外貨建取引等の将来の為替変動のリスクを回避

する目的及び金融資産・負債の金利変動に対する安定

化を図ることを目的として利用しています。従って、

トレーディング目的や投機目的のためのデリバティブ

取引について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) 取引に係るリスクの内容

当社及び一部の連結子会社が行っている為替予約取引

には、為替相場の変動によるリスク、金利スワップ取

引には、市場金利の変動によるリスクを有しています。

なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国

際的な金融機関であるため、相手方の契約不履行と

いった信用リスクはほとんどないと認識しています。

(3) 取引に係るリスクの内容

同左

(4) 取引に係るリスク管理体制

当社及び一部の連結子会社では「取締役会規則」に基

づき、取締役会の承認を得た上で主管部門である財務

部が実行・管理しています。なお、取引の残高状況等

につきましては経理部及び担当役員に報告されていま

す。

(4) 取引に係るリスク管理体制

同左
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前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

(5) その他

「取引の時価等に関する事項」における契約額又は想

定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る

市場リスク量を示すものではありません。

(5) その他

同左

２　取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連 

 (単位　百万円)　　

区分 種類

前連結会計年度 (平成17年12月31日現在) 当連結会計年度 (平成18年12月31日現在)

契約額等
契約額等の
うち１年超

時価 評価損益 契約額等
契約額等の
うち１年超

時価 評価損益

市場取

引以外

の取引

金利スワップ取引(受

取変動・支払固定)
10,362 8,134 △59 △59 47,446 20,000 △44 △44

合計 10,362 8,134 △59 △59 47,446 20,000 △44 △44

　(注)　１　時価の算定方法

取引金融機関から提示された価格等によっています。

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いています。
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④　退職給付

前連結会計年度

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(基金型)、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けています。なお、一部の国内連結子会社は、確定拠出型年金制度を採用してい

ます。

２　退職給付債務に関する事項 (平成17年12月31日現在)　　　　　　　　　　　　　(単位　　百万円)

①　退職給付債務 △58,318

②　年金資産 31,437

③　小計（①＋②） △26,880

④　未認識数理計算上の差異 14,900

⑤　未認識過去勤務債務 △3,333

⑥　退職給付引当金合計 (③＋④＋⑤) △15,313

　　(注)　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。

３　退職給付費用に関する事項 (自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)　　(単位　　百万円)

①　勤務費用 (注) 1,573

②　利息費用 1,438

③　期待運用収益 △538

④　会計基準変更時差異費用処理額 3,125

⑤　数理計算上の差異の費用処理額 3,396

⑥　過去勤務債務の費用処理額 △1,605

⑦　確定拠出年金制度に係る要拠出額 186

⑧　退職給付費用 (①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦) 7,576

　 (注)　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、①勤務費用に計上しています。

 

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 主に2.0％

(当社及び一部の連結子会社において期首時点の計算で適用した割引率は2.5％でありましたが、期末時

点において再検討を行った結果、割引率の変更により退職給付債務の額に影響を及ぼすと判断し、割引

率を2.0％に変更しています。)

ハ　期待運用収益率 主に2.3％

ニ　数理計算上の差異の処理年数 主に10年

ホ　過去勤務債務の額の処理年数 ５年

へ　会計基準変更時差異の処理年数 ５年
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当連結会計年度

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(基金型)、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けています。なお、一部の国内連結子会社は、確定拠出型年金制度を採用してい

ます。

２　退職給付債務に関する事項 (平成18年12月31日現在)　　　　　　　　　　　　　(単位　　百万円)

①　退職給付債務 △59,649

②　年金資産 34,841

③　小計（①＋②） △24,807

④　未認識数理計算上の差異 12,044

⑤　未認識過去勤務債務 △1,727

⑥　退職給付引当金合計 (③＋④＋⑤) △14,490

　　(注)　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しています。

３　退職給付費用に関する事項 (自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)　　(単位　　百万円)

①　勤務費用 (注) 2,234

②　利息費用 1,122

③　期待運用収益 △820

④　数理計算上の差異の費用処理額 2,582

⑤　過去勤務債務の費用処理額 △1,605

⑥　確定拠出年金制度に係る要拠出額 185

⑦　退職給付費用 (①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 3,698

　 (注)　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、①勤務費用に計上しています。

 

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 主に2.0％

ハ　期待運用収益率 主に2.3％

ニ　数理計算上の差異の処理年数 主に10年

ホ　過去勤務債務の額の処理年数 ５年
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⑤　ストック・オプション等

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 
 

平成17年３月30日
第６回

平成18年３月29日
第７回

平成18年３月29日
第８回

付与対象者の区分及び数 当社執行役　　　　10名 当社執行役　　　 　９名 当社執行役　　　 　１名

ストック・オプション数(注) 普通株式　　　290,000株 普通株式　　　208,000株 普通株式　 　　12,000株

付与日 平成17年４月１日 平成18年４月１日 平成18年８月22日

権利確定条件
 権利確定条件は付されてい

ません。

 権利確定条件は付されてい

ません。

 権利確定条件は付されてい

ません。

対象勤務期間
 対象勤務期間の定めはあり

ません。 

 対象勤務期間の定めはあり

ません。

 対象勤務期間の定めはあり

ません。

権利行使期間
　平成17年４月１日～

 平成27年３月31日

 平成18年４月１日～

平成28年３月31日

 平成18年９月12日～

         平成28年３月31日

(注) 株式数に換算して記載しています。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　株）

平成17年３月30日
第６回

平成18年３月29日
第７回

平成18年３月29日
第８回

権利確定後　　　　　　

前連結会計年度末 290,000 － －

権利確定 － 208,000 12,000

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 290,000 208,000 12,000

②　単価情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

平成17年３月30日
第６回

平成18年３月29日
第７回

平成18年３月29日
第８回

権利行使価格　　　　　　 1 1 1

行使時平均株価　　　　　 － － －

公正な評価単価（付与日） － － 223
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２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　　ブラック・ショールズ方式によっています。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　　権利確定条件は付与されていません。

４．連結財務諸表への影響額

　　ストック・オプション制度による株式報酬費用　　　　　　　　　１百万円

⑥　税効果会計

前連結会計年度
(平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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 61,011 百万円

有価証券評価損 136 　〃

退職給付引当金 6,094 　〃

貸倒引当金繰入超過額 1,719 　〃

減価償却超過額 39 　〃

評価差額に係る税効果 444 　〃

出資金評価損 42 　〃

その他有価証券評価差額金 199 　〃

未実現利益 299 　〃

その他 3,597 　〃

繰延税金資産小計 73,584 　〃

評価性引当額 △71,140 　〃

繰延税金資産合計 2,444 　〃

繰延税金負債(固定)と相殺 △1,147 　〃

繰延税金資産の純額 1,297 　〃

繰延税金負債   

評価差額に係る税効果 2,061 　〃

圧縮記帳積立金 241 　〃

その他有価証券評価差額金 467 　〃

その他 213 　〃

繰延税金負債合計 2,984 　〃

繰延税金資産(固定)と相殺 △1,147 　〃

繰延税金負債の純額 1,836 　〃

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 　〃

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 57,401 百万円

有価証券評価損 134 　〃

退職給付引当金 5,755 　〃

貸倒引当金繰入超過額 1,918 　〃

減損損失及び減価償却超過額 18,263 　〃

評価差額に係る税効果 341 　〃

出資金評価損 42 　〃

未実現利益 299 　〃

その他 1,344 　〃

繰延税金資産小計 85,501 　〃

評価性引当額 △82,426 　〃

繰延税金資産合計 3,074 　〃

繰延税金負債(固定)と相殺 △1,925 　〃

繰延税金資産の純額 1,149 　〃

繰延税金負債   

評価差額に係る税効果 2,172 　〃

圧縮記帳積立金 233 　〃

その他有価証券評価差額金 308 　〃

繰延税金負債合計 2,714 　〃

繰延税金資産(固定)と相殺 △1,925 　〃

繰延税金負債の純額 789 　〃

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 　〃

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

税金等調整前当期純損失を計上したため、該当の記載

は行っておりません。

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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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度 (自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)

 
小売事業
(百万円)

金融・不
動産事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　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
1,006,118 2,563 25,904 1,034,586 ― 1,034,586

(2) セグメント間の内部

営業収益又は振替高
2,960 3,247 35,935 42,144 (42,144) ―

計 1,009,079 5,811 61,840 1,076,730 (42,144) 1,034,586

営業費用 1,010,089 4,681 60,841 1,075,612 (42,259) 1,033,353

営業利益又は営業損失(△) △1,010 1,130 998 1,118 115 1,233

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
      

資産 639,916 83,230 ― 723,147 (71,761) 651,386

減価償却費 17,007 1,626 82 18,716 ― 18,716

資本的支出 13,273 331 64 13,669 ― 13,669

当連結会計年度 (自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

 
小売事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　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
993,432 2,698 996,130 ― 996,130

(2) セグメント間の内部

営業収益又は振替高
155 3,125 3,280 (3,280) ―

計 993,587 5,823 999,411 (3,280) 996,130

営業費用 992,338 3,849 996,187 (3,279) 992,908

営業利益 1,249 1,973 3,223 (0) 3,222

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
     

資産 538,715 64,622 603,337 (55,415) 547,921

減価償却費 14,363 1,475 15,839 (127) 15,712

減損損失 31,652 13,464 45,116 4,172 49,289

資本的支出 13,189 160 13,350 ― 13,350

　 (注) １　事業区分の方法

事業区分の方法は、グループ内の事業展開を考慮して区分しています。

なお、前連結会計年度までセグメント名称を「金融・不動産事業」として表示していましたが、金融事業か

ら撤退したため当連結会計年度より「不動産事業」として表示しています。セグメント区分の範囲を変更し

たものではありません。

２　前連結会計年度において株式売却により撤退した「その他事業(貿易事業等)」については、前連結会計年度

末に撤退したものとして会計処理しています。

３　各事業区分の主要な内容

小売事業 総合小売業態及び専門店業態による小売業

不動産事業 不動産の売買及び賃貸事業等

４　営業収益には、売上高と営業収入を含んでいます。
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５　前連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、当社での長期投資資金(投資有

価証券) 9,967百万円であります。

当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、当社での長期投資資金(投資有

価証券) 9,595百万円であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

子会社清算、株式売却等により「本邦」以外のセグメントに重要性がなくなったため、当連結会計年度より記

載を省略しています。

前連結会計年度 (自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)

 
日本

(百万円)
アジア
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　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
1,021,846 12,740 ― 1,034,586 ― 1,034,586

(2) セグメント間の内部

営業収益又は振替高
12 3,052 14 3,079 (3,079) ―

計 1,021,858 15,792 14 1,037,666 (3,079) 1,034,586

営業費用 1,022,077 14,216 21 1,036,315 (2,962) 1,033,353

営業利益又は営業損失(△) △219 1,576 △6 1,350 (116) 1,233

Ⅱ　資産       

資産 644,806 2,825 ― 647,631 3,754 651,386

　 (注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

・アジア　　：シンガポール・香港

・ヨーロッパ：オランダ

３　営業収益には、売上高と営業収入を含んでいます。

４　前連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、当社での長期投資資金(投資有

価証券) 9,967百万円であります。

ｃ．海外売上高

当連結会計年度における海外売上高はありません。

前連結会計年度における海外売上高は連結売上高の10％未満でありますので記載を省略しました。
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⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度 (自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日)

親会社

属性
会社等

の名称
住所 資本金

事業の

内容

議決権等

の被所有

割合

(％)

関係内容
取引の

内容

取引金額

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)役員の

兼任等

事業上

の関係

親会社
Wyoming Holding

GmbH
スイス

20千

CHF
持株会社 53.56 兼任１人 －

第三者割

当増資の

引受

(注)

77,499 － －

 (注) 当社が行った第三者割当増資をWyoming Holding GmbHが引き受けたものであります。

当連結会計年度 (自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

該当事項はありません。
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 (１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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 33.16円 △29.63円

１株当たり当期純損失 25.43円 62.82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。

 
前連結会計年度

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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) 17,774 55,792

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) 17,774 55,792

普通株式の期中平均株式数 (株) 698,897,459 888,184,279

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

の普通株式への取得価額は170円、

Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式の普通

株式への取得価額は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)

前連結会計年度
(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(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(優先株を取得し、引換に普通株式を交付）がされま

した。転換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数は906,586,620株です。
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