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１．平成19年１月期の連結業績（平成18年２月１日～平成19年１月31日）

(1）連結経営成績 （金額表示：百万円未満切捨て）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年１月期 164,149 0.1 2,003 △12.6 2,346 △19.5

平成18年１月期 164,062 △0.3 2,291 △7.0 2,914 7.9

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円　銭 円　銭 ％ ％ ％

平成19年１月期 252 △77.2 4.86 － 1.3 3.4 1.4

平成18年１月期 1,111 87.3 41.55 － 5.9 4.2 1.8

（注）①持分法投資損益 平成19年１月期 －百万円 平成18年１月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 平成19年１月期 52,020,359株 平成18年１月期 26,012,553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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

⑤当社は平成18年11月１日付をもって１株につき２株の株式分割をしております。

(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

平成19年１月期 67,506 19,052 28.1 365.30

平成18年１月期 69,625 19,270 27.7 739.71

（注）期末発行済株式数（連結） 平成19年１月期 52,016,800株 平成18年１月期 26,010,695株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

平成19年１月期 1,281 △1,467 △1,681 2,897

平成18年１月期 2,952 △1,592 △801 4,766

(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 8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．平成20年１月期の連結業績予想（平成19年２月１日～平成20年１月31日）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 81,500 1,150 500

通期 168,000 2,400 1,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 　19円22銭

※　上記の業績予想は、現時点における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含み記載しておりますので、今後

の様々な要因により、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８ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社と子会社９社（うち１社は非連結子会社）で構成されており、業務用食品から家庭用食品（一

般食品）まで食品全般を幅広く取扱い、ユーザーへ販売する事業を営んでおります。

　当社グループにおける事業の種類別セグメントの事業内容（セグメント情報の区分と同一）は次のとおりであります。

ディストリビューター事業

　テーマパーク、ホテル、レストラン、事業所給食など、いわゆる外食産業に対し業務用食材を直接納入販売しており

ます。当社のディストリビューター事業部及び連結子会社がこの業務を行っております。なお、当社及び連結子会社に

おいて、一部この事業に該当しないものがありますが、グループにおける影響が小さいことからすべてこの事業に含め

ております。

Ａ－プライス事業

　Ａ－プライスという名称の会員制の店舗で中小外食業者に対し業務用食材を現金販売しております。当社のＡ－プラ

イス事業部がこの業務を行っております。

食品スーパー事業

　肉、魚、青果のいわゆる生鮮三品を中心にした食品スーパーを営んでおります。当社の食品スーパー事業部がこの業

務を行っております。

　当社グループを構成している会社と、それぞれが営んでいる主な事業内容は次のとおりであります。

会社名 主な事業内容 摘要

㈱トーホー
業務用食品の外食産業向けの卸売業と、生鮮食品を中心とした食品

スーパーを営んでおります。

連結財務諸表

提出会社

㈱大久横山 酒類及び食料品の卸売業を営んでおります。 連結子会社

㈱ＴＳＫ
不動産及び倉庫用設備機器の賃貸・仲介及び管理業を営んでおりま

す。
連結子会社

㈱エヌオーシー 珈琲の販売業を営んでおります。 連結子会社

㈱アクト・デリカ 一般家庭向け食材の宅配業を営んでおります。 連結子会社

㈱大辰水産
大阪中央卸売市場東部市場の買参人であり、水産物の卸売業を営ん

でおります。
連結子会社

サンエバー㈱ 珈琲の焙煎・販売業及び洋菓子の製造・販売業を営んでおります。 連結子会社

㈱アスピット 外食産業向けの業務支援システムの販売業を営んでおります。 連結子会社

㈱フィナンシャル・アドバイス 投資顧問業及び財務コンサルタント業を営んでおります。 連結子会社

㈱ダイタツ （注）平成15年２月より、営業を休止しております。 非連結子会社
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　以上の企業集団について図示すると次のとおりであります。

 ㈱ Ｔ Ｓ Ｋ 
店舗及び倉庫の賃貸・仲介・管理 

㈱ ダ イ タ ツ 

水産物の卸売 
㈱ 大 辰 水 産 

㈱ ア ク ト ・ デ リ カ 食材の宅配 

 
㈱ ト ー ホ ー ㈱ エ ヌ オ ー シ ー 商品の供給 珈琲の販売 業務用食材の卸売 

家 庭 用 食 品 の 販 売 

㈱ 大 久 横 山 酒類及び食料品の卸売 

サ ン エ バ ー ㈱ 珈 琲 ・ 洋 菓 子 の 販 売 洋菓子の卸売 
商品の供給 

㈱ ア ス ピ ッ ト 業務支援ｼｽﾃﾑの販売 

 

一 

 

般 

 

消 

 

費 

 

者 

 

外 

 

食 

 

産 

 

業 

 

等 

㈱フィナンシャル･アドバイス 
年金のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

　（注）　㈱大久横山、㈱アクト・デリカ、㈱大辰水産及び㈱アスピットと㈱トーホー（連結財務諸表提出会社）との営

業取引は僅少であります。

－ 3 －



２．経営方針
１、経営の基本方針

　当社グループは「食を通して社会に貢献する」という経営理念のもと、業務用から家庭用まで、すなわち外食・中

食（なかしょく）・内食のあらゆる食の分野で、幅広い商品・サービスを社会に提供する、国内では希有の「食のオー

ルラウンドプレーヤー」を目指し事業を拡大してまいりました。

　当社グループの経営の基本方針は、食の分野において安心・安全、健康への配慮をベースに、社会のニーズに対応

し、更にはそれを先取りした商品やサービスを提供することで「社会に貢献することが、会社に利益をもたらす源泉

である」との考えであり、すなわち顧客（消費者）の満足度を高めることこそ、会社の利益（＝株主の利益）を増大

させるものであるとの考えであります。

　また、その方向に事業を進めることにより、株主はもとより、顧客（消費者）、取引先、従業員、その他社内外の

関係者の満足度を高めることと合致し、社会から支持され、経営は更なる安定的成長が約束されるものと確信してお

ります。

　なお、高度情報化・グローバル化・規制緩和等、経済構造の地殻変動の要因にも適切に対処していく所存でありま

す。

２、利益配分に関する基本方針

　企業経営にとって適正な利益配分を行うことは、企業が長期間にわたって事業活動を継続する上で非常に重要なこ

とであります。中でも事業のリスクを負担する株主に対し、そのリスクに相応しい利益が最終的に帰属されているか

どうかは、経営として最大の関心を払う必要があると認識いたしております。以上のことを具体化するため、後述い

たしますように当社グループは目標ＲＯＥを掲げ、ＲＯＥの向上に努めております。

　次に毎期株主に帰属した利益の内、株主に還元する配当額の決定でありますが、基本的には事業活動を安定的に継

続する上で維持すべき適正な株主資本の額を勘案し、更にＲＯＥを向上させる方向で決定したいと考えております。

　また、自社株取得で株主に利益を還元することが適切な場合もありますので、自社株取得も選択肢のひとつとして、

機動的に対処していく所存であります。

　自己資本比率につきましては、当面の目標水準を30％として、その前後５％のゾーンでコントロールしていきたい

と考えております。

　以上の結果、当期末の配当金は１株につき４円、配当金総額で２億８百万円とすることといたしました。

３、投資単位の引下げに関する考え方及び方針

　当社グループは、従来より個人投資家を重要な投資家と認識しており、個人投資家向けＩＲ活動にも力を入れてま

いりました。

　更に、より投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図るため、平成18年11月１日付をもって普通株式１株につ

き２株の株式分割を実施いたしました。

４、目標とする経営指標

　目標とする経営指標として次の２つを掲げております。

　第一に、企業にはその占有している経営資産を十分に活用し、効率的に運用がなされることが求められますので、

総資産事業利益率ＲＯＡ（事業利益として利払前税引前当期利益をもちいます）を目標とする指標としております。

　次に資金提供者の内、最終的に事業のリスクを負担する株主より預かっている資金に対し、そのリスクに見合う利

回りが確保されているかという観点より、自己資本当期利益率ＲＯＥを第二の目標とする指標としております。

　第三次中期経営計画では、最終年度である平成21年１月期までに、ＲＯＡは７％、ＲＯＥは10％を目標として取組

んでまいる所存であります。

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、食を提供する企業グループとして、企業の社会的責任を遂行しつつ、安心・安全な食品を食卓や

外食などにお届けすることを基本として事業を拡大してまいります。お客様の視点に立った商品調達、サービスの充

実を心がけ、品質衛生管理体制を更に充実し、営業エリアを拡大してまいります。また、常に業界の先頭を行く企業

を目指し、新たな事業への挑戦を続けてまいります。

　具体的には、当期を初年度とする「中期経営計画」（３ヶ年計画）を策定し、計画を達成するための経営戦略を次

の項目と位置付け、取組んでまいります。
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(1）収益力の維持・増進

①ディストリビューター事業

　引き続き、商品開発・調達力の強化やインフラ整備を進め既存事業所でのシェアアップを図るとともに、計画

的な新規出店を進め関東以西での営業エリアの拡大を図ってまいります。また、外食事業者が必要とする情報シ

ステム提案、関連メニューの提案、販促ツール作成支援などといった、いわゆるソリューション営業を強化して

まいります。

②Ａ－プライス事業

　計画的な出店を行うと同時に、既存店舗の活性化を進めてまいります。店舗運営面では、外食事業者の立場に

立った品揃えの充実、より利用しやすい店舗レイアウトの工夫、商品陳列技術の向上、ＰＯＰやポスターを活用

した情報提供機能の強化などにより、お客様の支持を拡大してまいります。都心型店舗や小商圏対応型店舗といっ

た立地に応じた店舗開発を進めると共に、ＦＣ事業も拡大してまいります。

③食品スーパー事業

　店舗のビルド＆スクラップを基本に、新店開発と商圏が変化した店舗の閉鎖を進めてまいります。高齢化社会

を迎える中、地域密着型店舗の優位性をいかしながら、接客、サービスの向上と生鮮品、惣菜に強みを発揮でき

る店舗作りを進めてまいります。顧客ニーズに対応した高付加価値商品や「くらしアイ」ブランド商品の充実を

進めてまいります。

(2）ガバナンス体制の充実

　経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するための執行役員体制の導入や社外取締役の就任による取締役会の活性

化、社外監査役の就任による経営監督機能の強化などを今後とも継続、充実し、透明度の高い経営を実現してまい

ります。併せて、内部統制を更に強化し、業務の有効性や効率性を高めるとともに、法令遵守の徹底や財務報告の

信頼性を保証する体制作りを進めてまいります。

(3）人材発掘・育成

　経営方針である「企業は人なり」の実践のため、その時代に即した人事・給与制度のあり方を追求し、「成果に

報いる処遇体系、公平な評価、適正な人材配置・人材活用」を推進してまいります。

　個々人の役割に応じた処遇制度の定着を図ってまいります。また、リーダー育成のための「経営塾」の継続やマ

ネジメント研修、職種別研修の充実を図ってまいります。女性の活躍の場を拡大する「ポジティブ・アクションプ

ログラム」も具体的に推進してまいります。

(4）食育・食農と環境問題への取組み

　食を提供する企業として、子供たちに自然の中で野菜を育てたり、触れたりする場を提供し、またそれらを通し

て野菜本来の美味しさを伝える取組みを継続してまいります。楽農交流事業の充実や「にっぽん地魚紀行」の拡大

などにより、食育・食農に対するわが社の考えを具体的な形にして伝えてまいります。

　一方、環境問題への取組みは、企業の社会的責任の重要な一項目であると考え、ＩＳＯ１４００１認証取得の拡

大や天然ガス車両の導入拡大などに取組んでまいりました。今後とも、更なる積極的な活動を継続実施してまいり

ます。

(5）マーケティング機能の強化

　個性化・多様化するお客様のニーズに対応するため、お客様視点に立った商品開発、商品の提供、営業活動、店

舗運営、などをより強化すべく、マーケティング機能を更に充実し顧客満足度を高めてまいります。

(6）ブランドの戦略的育成

　コーポレートブランド、ストアブランド、商品ブランドを戦略的に育成し、企業イメージの向上と商品に対する

信頼を提供するとともに、お客様に親しまれる店作りを行ってまいります。

　自社コーヒーブランドの育成とともに、お客様の声を反映し常に安定した品質の商品ブランドとして、業務提携

先との共同ブランド「トリーゼ」や当社グループ独自の業務用商品ブランド「イーストビー」、「スマイルシェフ」

の開発、そしてより体にやさしい商品である家庭用の「くらしアイ」ブランド商品の積極投入をすすめてまいりま

す。

(7）Ｍ＆Ａ戦略の強化

　環境変化とスピードの時代に対応する有力な選択肢として、当社グループの経営理念と合致するとともに、既存

事業とのシナジーが期待できる企業とのアライアンスを、積極的に活用してまいります。

(8）業務用食品販売業との連携強化

　外食産業への食材の供給者として、よりよい品質の食材を提供し、かつ合理的な物流・情報システムを提案する

ため、業務用食品販売業４社と業務提携を行い、「トーク会」として活動しておりますが、今後とも商品開発・調

達の共同取組み、物流・情報システムの共同取組み、ユーザーへの共同提案の充実を更に図ってまいります。
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６、親会社等に関する事項

　当社は親会社等を有しておりません。

７、その他、会社の経営上の重要な事項

　特記すべき事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
１、当期の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費にまだ力強さは戻らないものの、企業収益の改善を背景に民間設

備投資の堅調な推移や雇用環境の改善など、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

　このような状況のもと、当社グループは「健康で潤いのある食文化に貢献する」という企業理念に基づき、顧客満

足度を高めるためのＣＳ（顧客満足）向上運動、既存顧客へのサービス強化、新規顧客への積極的な提案営業を更に

進めるとともに、美味しさをベースに「安心・安全、健康、環境」をキーワードとしたこだわりの自社開発商品の顧

客への訴求を強化し、積極的な拡販による営業基盤の強化とそれによる収益力の改善を図ってまいりました。また、

新規出店等営業拠点の新築・移転により営業エリアの拡大を計画的にすすめてまいりました。

　以上のような取組みを続けてまいりました結果、当社単体では創業以来の増収を達成することができました。また

連結においても、子会社での合理化の一環としての事業所閉鎖等はありましたが増収を達成することができました。

また、利益面につきましては、各種諸施策の実施による利益率の改善とともに、継続的な経費削減策との取組みや子

会社での合理化の実施により、下期につきましては前年を上回ることが出来ました。なお、３月に開業いたしました

福岡中洲の「トーホーファンズ24博多中洲店」は、地域振興策の進展に寄与するとともに、Ａ－プライス事業と食品

スーパー事業が融合した24時間型新業態ストアとして新たな挑戦を続けており、外販の強化などにより売上高の拡大

に努めております。

　以上の結果、売上高は1,641億49百万円（前期比0.1％増）、経常利益は23億46百万円（同19.5％減）、当期純利益

は、当社及び当社子会社が所有する固定資産の一部について行いました減損処理を一括して特別損失に計上するなど

した結果、２億52百万円（同77.2％減）となりました。

　なお、社会・地域貢献活動として参画しております兵庫県の進める楽農交流事業におきまして、楽農生活センター

内に楽農レストラン「育みの里　かんでかんで」を11月にオープンし、地域で採れた食材を使った料理を提供するな

ど一貫した食育・食農活動を実践してまいりました。一方、個人情報管理の重要性の認識のもと、ＪＩＳ規格に適合

した個人情報保護体制を構築、運用することで「プライバシーマーク（Ｐマーク）」使用の認定を12月に受けること

ができました。

　事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。

ディストリビューター事業部門

　当部門（業務用食品卸売部門）におきましては、多様化するお客様のニーズに対応すべくお客様の立場にたった商

品開発や提案営業を強化し、新規顧客の開拓、既存顧客のシェアアップを図ってまいりました。

　「安心・安全、健康、美味しさ」をテーマにした「展示商談会」を全国８か所で開催し、新商品の紹介、お客様に

役立つ情報の提供に努めてまいりました。一方、自社の「イーストビー」ブランド商品の積極的投入に加え、イタリ

ア産生鮮野菜やチルドビーフの取扱いなども強化いたしました。また、健康的な日本の伝統的食文化である鯨の取扱

いを強化し、子会社による加工、メニュー支援チームによるメニュー開発など、総合的な取組みを展開してまいりま

した。

　一方、従来から各事業所のインフラ整備を進めておりましたが、当期には、中国地区において（基幹事業所以外の

事業所としてはじめて）広域展開チェーン企業との取組みを実現することができました。

　環境問題への新たな取組みとしましては、神戸支店と福岡支店においてＩＳＯ１４００１認証取得をいたしました。

また、環境にやさしく、そして燃費低減効果のある「エコ安全ドライブ」を実践し、効果をあげることができました。

　なお、営業基盤の強化、設備の改善につきましては、４月滋賀営業所（滋賀県栗東市）、７月世田谷営業所（Ａ－

プライス仙川店に併設）、８月に岐阜営業所（岐阜県羽島郡）を新設いたしました。また、三重営業所（三重県松阪

市）を移転し、沖縄支店、熊本支店を温度管理強化のため改装いたしました。

　子会社につきましては、本格的な業績回復には至らなかったものの、各社ともに対策を着実に実行し、成果に結び

付けており、今後の業績回復の兆しが見えてきております。

　以上の結果、当部門の売上高は995億48百万円（前期比2.0％増）となりました。
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Ａ－プライス事業部門

　当部門（業務用食品現金卸売部門）では、低価格の輸入食材を戦力とするライバル店対策としては、商品面ではＡ

－プライス専門の商品部を設置し、安全で、高品質な「スマイルシェフ」ブランド商品の開発や国産冷凍野菜の積極

的導入など、商品調達の強化を図る一方、各地区にＭＤを配置し、地域性のある商品の積極的開発を進めてまいりま

した。また、店舗でのＣＳ活動を継続するとともに、美味しさをベースに「安心・安全、健康、環境」をキーワード

とした自社商品の特徴とその表現を整理したうえでＰＯＰ、プライスカードを統一感のあるデザインに刷新いたしま

した。一方、新商品情報の提供と試食を組み合わせたミニ展示会を全国22会場で開催いたしました。

　なお、当期における新たな取組みとして、日本全国の獲れたての地魚をお届けするインターネットサイト「にっぽ

ん地魚紀行」の運営を開始いたしました。また、株式会社東京ストアー（石川県）とＦＣ契約を締結し、ＦＣ展開を

開始いたしました。

　当期においては、２月中広店（広島市西区）、４月延岡店（宮崎県延岡市）、10月には小商圏対応型店舗である前

原店（福岡県前原市）、11月に都心型店舗として難波千日前店（大阪市中央区）を新規出店する一方、大宮日進店（さ

いたま市大宮区）を８月に、練馬店（東京都練馬区）を１月に閉店いたしました結果、期末の店舗数はＦＣ店舗東京

ストアー小松幸町店（石川県小松市）を加え、93店舗になりました。

　以上の結果、当部門では下期から徐々に業績回復の兆しが見えるようになりましたが、本格回復までには至らず、

売上高は352億14百万円（前期比3.0％減）となりました。

食品スーパー事業部門

　当部門が属します食品小売業界におきましては、大型商業集積の出店が規制を受ける「まちづくり三法」の施行を

意識した駆け込み出店が相次ぎ、企業間競争が一層激化しております。

　こうした厳しい環境の中、当部門におきましては、「健康で安心な地域の冷蔵庫」のコンセプトのもと、地域と密

着した安心・安全で新鮮な日々の食材提供に努めるとともに、業務活性化、人材活性化、事業の効率化等に取組み、

収益体質の強化に努めてまいりました。

　商品につきましては、自社コーヒーを始めとする「くらしアイ」ブランド商品の開発を強化し、新たに31アイテム

を投入いたしました。また、ＭＤ機能の強化による品揃えの充実や自社農園で採れた野菜の店舗販売も開始いたしま

した。一方、営業部内にＳＶグループを創設し、店舗支援、指導力の強化を行い、店舗での販売力の向上と粗利益率

の改善を実現いたしました。

　また、各種研修参加支援や資格取得支援なども整理充実し、人材活性化を図ってまいりました。

　なお、新店につきましては、６月に「みかたプラザ店」（神戸市西区）１店を出店するのみにとどまり、期末店舗

数は47店舗となりました。

　以上の結果、当部門では、粗利益率の改善と継続的な経費削減により収益力の改善を図りましたが、客数の減少と

ともに生鮮野菜の相場下落などの影響から客単価が低下し、売上高は前年を下回り、293億87百万円（前期比2.5％減）

となりました。

２、次期の見通し

　次期の国内経済の見通しにつきましては、引き続き企業収益は好調に推移し、安定成長が期待されるものの、競争

が激化する中にあって、企業業績に大きな影響を与える原油価格や為替相場の動向などの先行きが不透明であり、予

断を許さない状況で推移するものと思われます。

　以上のことを考慮に入れ、当社グループといたしましては、「食の安心・安全」に対する消費者ニーズの高まりの

中にあって、衛生・品質管理面の一層の強化に取組み、品質管理室による残留農薬の自主検査や産地工場の点検など

を充実するとともに、第三次中期経営計画に基づく各事業部門の施策を着実に実行し、収益力強化による企業価値の

更なる向上に努めてまいります。

　ディストリビューター事業部門では、営業基盤の強化を継続し、関東地区での拠点拡大とともに、その他の地域で

もよりきめの細かいお客様フォローができる体制を整備してまいります。また、「外食ビジネスをトータルにサポー

トする」ことを目指し、自社ブランド商品「イーストビー」の積極的な新規開発導入やメニュー提案、品質衛生管理

支援、情報システム提案などを強化してまいります。子会社につきましても、今期着手しました諸施策の継続と新た

な改善策の実施で業績の回復を進めてまいります。

　Ａ－プライス事業部門では、ＣＳ向上運動を継続し、お客様の満足度を高めてまいりますとともに、商品の改廃を

積極的に進めてまいります。並行して、新規の会員獲得キャンペーンを実施し、会員の裾野の拡大を図ってまいりま

す。また、計画的な出店は事業の基礎を作るとの認識のもと、市場調査の精度向上とローコストオペレーションを具

体化できる店舗開発を進めてまいります。一方、今期導入いたしました都心型店舗や小商圏対応型店舗を早期に収益

モデル化するとともに、ＦＣ事業も拡大してまいります。
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　食品スーパー事業部門では、お客様により満足いただける商品、サービスの充実を目指し、自社ブランド商品「く

らしアイ」の開発を進めるとともに、ＣＳ推進活動を継続強化してまいります。品揃えでは、引き続き生鮮三品と惣

菜の強化を進めてまいります。特に、惣菜につきましては、楽農レストラン「かんでかんで」のノウハウを生かし、

一部店舗で素材にこだわった作りたて商品の提供に取組んでまいります。また、出店用地についての情報網を拡大す

ることで積極的に新規出店を行っていき、店舗のビルド＆スクラップを進めてまいります。

　以上により、次期の連結業績の見通しといたしましては、売上高1,680億円（前期比2.3％増）、経常利益24億円（同

2.3％増）、当期純利益10億円（同295.4％増）を予定しております。

３、財政状態

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）

　税金等調整前当期純利益が９億63百万円（前期22億79百万円）と大きく減少しておりますが、11億80百万円の減損

損失を計上したことが大きな要因です。ただ、利益水準が低下していることやたな卸資産の増加、仕入債務の減少、

法人税等の支払額が増加したこともあり、営業活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ16億71百万円減少し、

12億81百万円の収入（前期29億52百万円の収入）となりました。　

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　ディストリビューター事業の営業所４店（新築移転を含む）、Ａ－プライス４店、食品スーパー１店の他、新業態

店舗１店の新規出店や子会社の賃貸物件取得などの設備投資を実施しました。

　その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、14億67百万円の支出（前期15億92百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、16億81百万円の支出（前期８億１百万円の支出）となりました。金融機関

から88億円（前期84億円）の長期借入を実行いたしましたが、有利子負債（短期借入金・長期借入金合計）の圧縮に

努めた結果、有利子負債の残高は前期末に比べ12億63百万円減少しました。

　一方、配当金については期末１株８円、中間期末１株８円（期末・中間期末とも株式分割前）を実施し、合計で４

億16百万円を支出（前期４億15百万円の支出）いたしました。

　以上の結果、当期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ、18億68百万円減少し、28億97百万円となりま

した。

有利子負債の調達状況並びに資本構成について

　当期末の総資産は、前期末に比べ21億18百万円減少し、675億６百万円となりました。前期末に比べ変動の大きかっ

たものは「現金及び預金」の減少18億68百万円、「有価証券運用信託」の増加５億84百万円、「有形固定資産」の減

少12億89百万円、「繰延税金資産（固定資産）」の増加４億58百万円であります。

　有利子負債（短期借入金・長期借入金合計）は、前期末より12億63百万円減少し、262億90百万円となりました。

　有利子負債の調達の状況につきましては、当期では88億円の長期借入を実施（前期84億円の長期借入を実施）、全

て銀行等からの長期借入金により資金調達をいたしました。

　調達コストは金利上昇の影響から足下上昇傾向にありますが、当期の支払利息は前期並の水準となりました。

　純資産は、当期純利益２億52百万円に対し、剰余金の配当４億16百万円（うち中間配当２億８百万円）、その他有

価証券評価差額金の減少96百万円等があり、２億17百万円減少いたしました。自己資本比率は純資産の減少がありま

したが、総資産が前期末に比べ大幅に減少したため、28.1％と前期末より0.4％高くなりました。自己資本比率の水準

につきましては、現時点では30％程度を適正な水準と考えており、これを当面、維持したいと考えております。なお、

純資産は当期より少数株主持分50百万円、繰延ヘッジ損益23百万円を含めて表記しております。

キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成16年１月期 平成17年１月期 平成18年１月期 平成19年１月期

自己資本比率（％） 26.6 26.9 27.7 28.1

時価ベースの自己資本比率（％） 30.4 31.9 31.5 31.6

債務償還年数（年） 3.9 － 9.3 20.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ 27.8 － 13.7 6.4
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　（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

※１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。

※２自己資本は当期より純資産－新株予約権－少数株主持分より算出しております。

※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）により算出しております。

※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

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「短期借入金」、「長期借入金（１年内返済予

定含む）」の合計です。また、利払いは、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。

２．平成17年１月期は営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため債務償還年数及びインタレスト・カ

バレッジ・レシオは記載しておりません。

３．平成16年１月期の末日が休日であったため、平成16年１月期、平成17年１月期がイレギュラーな数値となっ

ております。この影響を除いた調整を行い、上記キャッシュ・フロー指標を再計算しますと次のようになり

ます。

平成16年１月期 平成17年１月期

自己資本比率（％） 28.4 26.9

時価ベースの自己資本比率（％） 32.4 31.9

債務償還年数（年） 7.7 29.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ 13.9 4.0

事業等のリスク

　当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

(1）食品の安全性

　当社グループでは、食に携わる企業として食品の衛生、品質管理面では、万全の注意を払っておりますが、万

一、食品の安全性等でトラブルが発生した場合、また、その対応に不備があった場合には、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。更に、米国産牛ＢＳＥ（牛海綿状脳症、狂牛病）や鳥インフルエンザのよう

な食品の安全性において予期せぬ事態が発生した場合、売上だけでなく商品の調達面にも影響を及ぼす可能性が

あります。

(2）為替の変動及び商品市況

　当社グループは、あらゆる食材を国内外の産地やメーカーから調達しております。食品については海外依存度

が高いため、為替の変動によって調達価格が変動します。一部為替予約等によりそのリスクを軽減しているもの

の、海外通貨に対し円安方向に進行した場合、調達価格が上昇し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

　また、為替だけでなく、農作物の作況等の情勢により食材の市況が変動したり、輸入規制措置が発令された場

合等、食品の需給動向に大きな変化が生じた場合には、同様に当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

(3）外食産業の動向

　当社グループのディストリビューター事業、Ａ－プライス事業における主要顧客は外食産業に携わるお客様で

あります。外食産業の動向は当社グループの業績に変動を及ぼす可能性があります。

(4）取引先等の信用リスク

　売掛債権につきましては、取引先の経営状況に応じた与信枠を設定し与信管理を行い、取引先に応じた貸倒引

当金を計上し不良債権の発生に備えております。当社グループの取引先は多岐にわたっており、特定の顧客に依

存している状況ではありませんが、大口取引先の急激な財務状態の悪化等により信用リスクが拡大し、貸倒引当

金の積み増しが必要となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、良好な関係の

構築と維持を目的に一部の取引先の未公開株式を保有しておりますが、同様に財務状況等が悪化し、評価減が必

要となった場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

－ 10 －



(5）出店・退店政策と競合店

　当社グループは営業基盤の拡充を図るため、Ａ－プライス事業、食品スーパー事業では、ビルド＆スクラップ

政策による新規出店と不採算店舗の閉鎖を計画的に実施しておりますが、適切な店舗用地の確保に時間を要する

場合等、新規出店が計画通りとならない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、

営業エリア内の競合店の出現は、当社の店舗の業績に影響を与える可能性があります。

(6）自然災害、天候要因等

　当社グループは九州、中国、四国、関西、東海、関東地区に事業を展開しておりますが、これらの地域で自然

災害が発生した場合、人・建物の被害や物流・サービスの提供などに遅延や停止が生じ、当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。また、コンピュータ基幹システムにおきましては、充分な対策を採っておりま

すが、万一壊滅的な損害を被った場合、当社グループの業務に遅滞が発生し、復旧に長期間を要する場合、業績

に影響を与える可能性があります。更に、冷夏、暖冬など天候要因による消費者行動の予期せぬ変化によって当

社グループの業績は、左右される可能性があります。

(7）子会社の業績

　当社グループでは、業績低迷の一部の連結子会社について早期の建て直しを図るべく各種施策を実施しており

ますが、建て直しに時間を要する場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8）金利の変動

　当社及び一部の連結子会社は、金融機関から資金調達しております。金融機関からの借入金については、金利

変動のリスクを負っておりますが、当社においては、一部金利変動リスクを軽減するために金利スワップ取引を

実施しております。しかし、金利が大きく変動した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

(9）減損会計

　当社グループにおいて、減損会計の適用により対象となる資産または資産グループに減損損失を計上する必要

が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(10）個人情報保護

　個人情報はもとより情報の取り扱いについては、情報管理責任者を選任し、情報の利用・保管などに社内ルー

ルを設け、その管理を徹底し万全を期していますが、万一トラブルによる情報流出や犯罪行為などによる情報漏

洩が発生した場合、また、その対応に不備があった場合、社会的信用を失うダメージや被害に対する損害賠償の

発生など当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。

(11）ストックオプション

　当社はストックオプション制度を採用しており、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に一律一人１個の新

株予約権を無償で発行しております。当該新株予約権の権利行使期間は、平成19年７月１日から平成22年６月30

日となっておりますが、これらが権利行使された場合には、当社株式の希薄化による影響を受ける可能性があり

ます。

(12）偶発事象

　予期しえない法律・規制の制定や訴訟等が発生した場合、当社グループの業績に変動を及ぼす可能性がありま

す。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年１月31日）

当連結会計年度
（平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 4,789,075 2,920,218 △1,868,856

２．受取手形及び売掛金 11,847,663 11,850,308 2,645

３．有価証券 ※２ 2,961,021 2,930,903 △30,118

４．有価証券運用信託 3,013,645 3,598,400 584,754

５. たな卸資産 6,815,070 7,030,783 215,713

６．繰延税金資産 266,863 252,230 △14,632

７．その他 1,534,290 1,711,355 177,064

８．貸倒引当金 △74,124 △67,660 6,463

流動資産合計 31,153,505 44.7 30,226,540 44.8 △926,965

Ⅱ　固定資産  

(1)有形固定資産  

１．建物及び構築物 ※２ 19,161,976 19,119,734  

減価償却累計額 8,558,486 10,603,490 9,192,639 9,927,095 △676,395

２．機械装置及び運搬
具

3,903,079 3,988,640  

減価償却累計額 2,913,410 989,669 3,076,898 911,741 △77,927

３．器具備品 3,188,837 3,264,832  

減価償却累計額 1,712,410 1,476,426 2,015,165 1,249,666 △226,760

４．土地 ※２ 15,338,232 15,124,160 △214,072

５．建設仮勘定 172,649 78,649 △94,000

有形固定資産合計 28,580,469 41.1 27,291,313 40.4 △1,289,155

(2)無形固定資産  

１．ソフトウェア 216,797 254,387 37,590

２．その他 75,982 76,901 919

無形固定資産合計 292,779 0.4 331,289 0.5 38,509

(3)投資その他の資産  

１．投資有価証券 1,911,730 1,779,121 △132,609

２．差入敷金 6,387,010 6,326,857 △60,153

３．繰延税金資産 231,366 689,820 458,453

４．その他 ※１ 1,411,053 1,114,271 △296,781

５．貸倒引当金 △342,186 △252,475 89,711

投資その他の資産合
計

9,598,974 13.8 9,657,595 14.3 58,621
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前連結会計年度
（平成18年１月31日）

当連結会計年度
（平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

固定資産合計 38,472,223 55.3 37,280,198 55.2 △1,192,024

資産合計 69,625,728 100.0 67,506,738 100.0 △2,118,990

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 18,198,768 17,867,273 △331,494

２．短期借入金 9,274,648 6,027,700 △3,246,947

３．未払法人税等 710,996 560,424 △150,572

４．役員賞与引当金 － 25,300 25,300

５．賞与引当金 357,266 368,336 11,070

６．繰延税金負債 1,600 265 △1,335

７．その他 2,205,880 2,054,166 △151,713

流動負債合計 30,749,160 44.1 26,903,466 39.9 △3,845,694

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 18,279,684 20,262,692 1,983,008

２．未払役員退職慰労金 356,400 356,400 －

３．役員退職慰労引当金 4,900 10,500 5,600

４．退職給付引当金 588,029 396,589 △191,439

５．事業所閉鎖等引当金 － 120,945 120,945

６．繰延税金負債 58,242 56,306 △1,935

７．その他 269,381 347,335 77,954

固定負債合計 19,556,637 28.1 21,550,769 31.9 1,994,132

負債合計 50,305,798 72.2 48,454,236 71.8 △1,851,561

（少数株主持分）  

少数株主持分 49,477 0.1 － － △49,477

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※３ 5,344,774 7.7 － － △5,344,774

Ⅱ　資本剰余金 5,041,862 7.2 － － △5,041,862

Ⅲ　利益剰余金 9,748,532 14.0 － － △9,748,532

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

401,374 0.6 － － △401,374

Ⅴ　自己株式 ※４ △1,266,091 △1.8 － － 1,266,091

資本合計 19,270,453 27.7 － － △19,270,453

負債、少数株主持分及
び資本合計

69,625,728 100.0 － － △69,625,728
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前連結会計年度
（平成18年１月31日）

当連結会計年度
（平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  5,344,774 7.9 5,344,774

２．資本剰余金   － －  5,041,862 7.5 5,041,862

３．利益剰余金   － －  9,555,196 14.1 9,555,196

４．自己株式   － －  △1,267,989 △1.9 △1,267,989

　　株主資本合計   － －  18,673,844 27.6 18,673,844

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  304,785 0.5 304,785

２．繰延ヘッジ損益   － －  23,212 0.0 23,212

　　評価・換算差額等合計   － －  327,997 0.5 327,997

Ⅲ　少数株主持分   － －  50,660 0.1 50,660

純資産合計   － －  19,052,502 28.2 19,052,502

負債純資産合計   － －  67,506,738 100.0 67,506,738
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 164,062,512 100.0 164,149,984 100.0 87,472

Ⅱ　売上原価 130,623,557 79.6 130,368,170 79.4 △255,387

売上総利益 33,438,954 20.4 33,781,814 20.6 342,859

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．運賃・荷造費 2,761,726 2,922,204  

２．販売促進費 2,121,109 1,953,351  

３．貸倒引当金繰入額 26,719 38,796  

４．役員退職慰労引当金繰
入額

4,808 2,500  

５．退職給付引当金繰入額 290,274 230,166  

６．従業員給与 10,839,571 11,081,727  

７．従業員賞与 1,724,990 1,805,553  

８．賞与引当金繰入額 356,789 368,336  

９．役員賞与引当金繰入額 － 25,300  

10．福利厚生費 1,697,746 1,784,861  

11．旅費交通費 1,027,932 1,052,383  

12．水道光熱費 1,542,714 1,590,313  

13．リース料 1,154,649 1,069,041  

14．減価償却費 1,203,794 1,187,135  

15．地代家賃 3,261,333 3,358,785  

16．その他 3,132,917 31,147,075 19.0 3,307,723 31,778,182 19.4 631,106

営業利益 2,291,879 1.4 2,003,631 1.2 △288,247

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 117,314 122,666  

２．有価証券売却益 440,380 167,525  

３．その他金融収益 111,819 34,893  

４．その他 197,219 866,734 0.5 262,975 588,060 0.3 △278,674

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 207,473 196,287  

２．その他 36,472 243,946 0.1 48,894 245,181 0.1 1,235

経常利益 2,914,667 1.8 2,346,510 1.4 △568,157

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券売却益 26,120 7,889  

２．貸倒引当金戻入額 25,698 5,740  

３．その他 874 52,693 0.0 28,290 41,921 0.0 △10,771
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前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※１ 21,818 10,753  

２．固定資産除却損 ※２ 19,510 21,034  

３．投資有価証券売却損 28,500 －  

４．店舗閉鎖損 ※３ 49,931 37,656  

５．貸倒引当金繰入額 43,105 －  

６．ポイント制度変更損失 ※４ 424,654 －  

７．減損損失 ※５ － 1,180,824  

８．事業所閉鎖等引当金繰
入額

 － 120,945  

９．その他 100,693 688,212 0.4 53,294 1,424,507 0.8 736,294

税金等調整前当期純利
益

2,279,148 1.4 963,925 0.6 △1,315,223

法人税、住民税及び事
業税

1,121,079 1,108,423  

法人税等調整額 46,149 1,167,229 0.7 △398,630 709,792 0.4 △457,436

少数株主利益（減算） 905 0.0 1,200 0.0 294

当期純利益 1,111,013 0.7 252,932 0.2 △858,081
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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２月１日
至　平成18年１月31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 5,041,861

Ⅱ　資本剰余金増加高

自己株式処分差益 1 1

Ⅲ　資本剰余金期末残高 5,041,862

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 9,083,708

Ⅱ　利益剰余金増加高

当期純利益 1,111,013 1,111,013

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 416,218

２．役員賞与 29,970 446,188

Ⅳ　利益剰余金期末残高 9,748,532
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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２月１日　至　平成19年１月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年１月31日　残高（千円） 5,344,774 5,041,862 9,748,532 △1,266,091 18,869,078

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △208,085  △208,085

剰余金の配当   △208,082  △208,082

当期純利益   252,932  252,932

自己株式の取得    △1,898 △1,898

役員賞与（注）   △30,100  △30,100

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
（千円）

－ － △193,336 △1,898 △195,234

平成19年１月31日　残高（千円） 5,344,774 5,041,862 9,555,196 △1,267,989 18,673,844

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年１月31日　残高（千円） 401,374 － 401,374 49,477 19,319,930

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）     △208,085

剰余金の配当     △208,082

当期純利益     252,932

自己株式の取得     △1,898

役員賞与（注）     △30,100

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△96,589 23,212 △73,376 1,182 △72,193

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△96,589 23,212 △73,376 1,182 △267,428

平成19年１月31日　残高（千円） 304,785 23,212 327,997 50,660 19,052,502

 （注）平成18年４月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

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利益 2,279,148 963,925  

減価償却費 1,377,183 1,321,248  

減損損失 － 1,180,824  

固定資産処分損 21,194 13,146  

有価証券評価益 △171,188 △2,670  

デリバティブ取引評価益 △55,239 △19,737  

貸倒引当金の減少額 △19,506 △96,174  

役員退職慰労引当金の増加
額・減少額（△）

△362,092 5,600  

未払役員退職慰労金の増加額 356,400 －  

事業所閉鎖等引当金の増加額 － 120,945  

退職給付引当金の減少額 △146,161 △191,439  

役員賞与引当金の増加額 － 25,300  

賞与引当金の増加額・減少額
（△）

△5,714 11,070  

受取利息及び配当金 △152,033 △160,709  

有価証券売却益 △269,192 △164,855  

支払利息 207,473 196,287  

その他金融収益 △56,579 △15,156  

投資有価証券売却益 △26,120 △7,889  

売上債権の増加額 △336,821 △2,645  

たな卸資産の増加額（△）・
減少額

663,165 △215,713  

その他債権の増加額 △174,808 △58,129  

仕入債務の増加額・減少額
（△）

552,830 △331,494  

その他債務の増加額・減少額
（△）

115,127 △3,800  

未払消費税の減少額 △11,201 △79,078  
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前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

役員賞与の支払額 △29,970 △30,100  

ポイント制度変更損失 424,654 －  

その他 125,731 104,522  

小計 4,306,279 2,563,275 △1,743,004

法人税等の支払額 △867,266 △1,203,025  

利息及び配当金の受取額 98,652 104,792  

利息の支払額 △216,201 △198,891  

その他金融収益入金額 55,617 14,870  

ポイント制度変更損失額 △424,654 －  

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

2,952,428 1,281,021 △1,671,406

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 

定期預金の預入による支出 △33,013 △33,014  

定期預金の払戻による収入 33,012 33,013  

有価証券運用信託の設定によ
る支出

△200,000 －  

有価証券運用信託の解約によ
る収入

200,000 600,000  

有価証券の取得による支出 △2,147,544 △3,410,589  

有価証券の売却による収入 1,391,186 2,477,612  

固定資産の取得による支出 △1,476,444 △1,658,113  

固定資産の売却等による収入 618,298 550,074  

投資有価証券の取得による支
出

△28,239 △40,042  

投資有価証券の売却による収
入

48,905 12,767  

貸付金の貸付による支出 △518 △250  

貸付金の回収による収入 1,874 742  

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△1,592,484 △1,467,800 124,684
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前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 

短期借入金の純減少額 △100,000 △114,291  

長期借入による収入 8,400,000 8,800,000  

長期借入金の返済による支出 △8,684,086 △9,949,648  

子会社株式の売却による収入 1,280 －  

自己株式の売却による収入 51 －  

自己株式の取得による支出 △3,231 △1,898  

配当金の支払額 △415,847 △416,155  

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△801,833 △1,681,992 △880,159

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

2,008 △48  

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 560,118 △1,868,819  

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 4,205,921 4,766,040  

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 ※ 4,766,040 2,897,220  
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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２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 当社の連結子会社は、８社（㈱大久横

山、㈱ＴＳＫ、　㈱エヌオーシー、㈱ア

クト・デリカ、㈱大辰水産、サンエバー

㈱、㈱アスピット、㈱フィナンシャル・

アドバイス）であります。

(1)　　　　　　　同左

(2) 非連結子会社

非連結子会社が１社（㈱ダイタツ）あ

ります。㈱ダイタツは小規模であり純資

産額も少なく、かつ、平成15年２月より

営業を休止し重要性が乏しいため、連結

の範囲から除外しております。

(2) 非連結子会社

同左

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用会社はありません。

非連結子会社については、連結当期純損

益及び利益剰余金等に与える影響が軽微で

あるため、持分法は適用しておりません。

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社８社の決算日は１月３１日で

あり連結決算日に一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均法によ

り算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

売買目的有価証券

同左

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

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

③　有価証券運用信託

時価法

③　有価証券運用信託

同左

④　たな卸資産

商品

ディストリビューター事業及びＡ－

プライス事業

　当社は月別総平均法による原価

法、その他の連結子会社は、主と

して最終仕入原価法によっており

ます。

④　たな卸資産

商品

ディストリビューター事業及びＡ－

プライス事業

同左　

食品スーパー事業

　売価還元法による原価法。ただ

し、生鮮食品等一部商品について

は最終仕入原価法によっておりま

す。

食品スーパー事業

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31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

　　適用状況は次のとおりであります。

(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

同左

建物（建物附属設備を除く） 定額法

その他の有
形固定資産

当社の鳥栖コー
ヒー工場、鳥栖
食品工場に所在
するもの及び主
要な電算機器、
㈱ＴＳＫの所有
するもの全て並
びにサンエバー
㈱の一部工場に
所在するもの

定額法

上記以外のもの 定率法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物…７～47年

機械装置及び運搬具・器具備品

…４～16年

②　無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における見込利用可能期間

（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

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売上債権及び貸付金その他これらに

準ずる債権の貸倒れによる損失に備え

るため、信用度に応じてグルーピング

を行い貸倒実績率を見込み、グルーピ

ングした以外の特定の債権については、

回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に充て

るため、将来の支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上しておりま

す。

②　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２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

③　役員退職慰労引当金

  役員退職慰労金を適正に期間損益に

配分するため、一部の連結子会社では、

内規に基づく当連結会計年度末要支給

額の100％相当額を役員退職慰労引当

金として計上しております。

③　役員退職慰労引当金

  役員退職慰労金を適正に期間損益に

配分するため、一部の連結子会社では、

内規に基づく当連結会計年度末要支給

額の100％相当額を役員退職慰労引当

金として計上しております。

（追加情報）

  当社は、前定時株主総会終結の時を

もって役員退職慰労金制度を廃止し、

制度廃止までの在任期間に応じた役員

退職慰労金については、取締役及び監

査役のそれぞれの退任時に支給するこ

とといたしました。これに伴い、制度

廃止までの役員退職慰労金相当額は、

未払役員退職慰労金として固定負債に

計上しております。

④　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おります。

なお、当社における一部の短期契約

社員等異なった退職金規定に基づく社

員及び一部連結子会社については簡便

法によっております。

④　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おります。

なお、当社における一部の短期契約

社員等異なった退職金規定に基づく社

員及び一部連結子会社については簡便

法によっております。

（会計方針の変更）

当連結会計年度において年金資産が

退職給付債務を上回ったため、当連結

会計年度より、「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正」（企業会計基準

委員会　平成17年３月16日　企業会計

基準第３号）及び「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正に関する適用指

針」（企業会計基準委員会　平成17年

３月16日　企業会計基準適用指針第７

号）を適用しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

　　　　　────── ⑤　役員賞与引当金（新設）

  当社及び一部の連結子会社は、役員

に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基づき計上してお

ります。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委員

会　平成17年11月29日　企業会計基準

第４号）を適用しております。これに

より、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益は25,300千円減少し

ております。

────── ⑥　事業所閉鎖等引当金

  賃借店舗の営業撤退に伴う損失に備

えるため、その損失見込額を見積り計

上しております。

(4）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、特例処理の要件を満たしている

金利スワップに関しては、特例処理を

採用しております。

(5）重要なヘッジ会計の方法

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…金利スワップ

ヘッジ対象…長期借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　当社は、事業活動に伴い発生する為

替、金利の変動リスクを回避するため

デリバティブ取引を行っております。

その実行及び運用はデリバティブ取引

管理規程に基づき行われリスク管理し

ております。上記ヘッジ手段の金利ス

ワップは、借入金金利の変動リスクを

回避する目的のものであります。

③　ヘッジ方針

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点ま

での期間における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、両

者の変動額等を基礎として有効性を判

定しております。ただし、特例処理の

要件を満たしている金利スワップにつ

いては、ヘッジの有効性判定を省略し

ております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理方法

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．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、５年間

の均等償却を行っております。

──────

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

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成されております。

──────

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左

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２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１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）を適用しており

ます。これにより税金等調整前当期純利益は1,180,824

千円減少しております。

     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。
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前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 　　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。 

 　従来の資本の部の合計に相当する金額は18,978,629千円

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おります。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

（連結損益計算書）

　「その他金融収益」は、前連結会計年度まで営業外収益

の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益

の総額の100分の10を超えたため区分掲記いたしました。

　なお、前連結会計年度における「その他金融収益」の金

額は7,962千円であります。

  ──────

追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１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）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日

以後に開始する連結会計年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当連結会計年度から「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」（平成16年２月13日　企業会計基準委員会

　実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上して

おります。この結果、販売費及び一般管理費が102,600千

円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益がそれぞれ102,600千円減少しております。

  ──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年１月31日）

当連結会計年度
（平成19年１月31日）

※１．非連結子会社株式　　　　　　　　　10,000千円

（投資その他の資産「その他」として表示）

※１．非連結子会社株式　　　　　　      10,000千円

（投資その他の資産「その他」として表示）

※２．資産のうち下記のものは債務の担保に供しておりま

す。

※２．資産のうち下記のものは債務の担保に供しておりま

す。

担保に供している資産
（千円）

対象債務（千円）

有価証券 98,542 短期借入金 115,000

建物 1,327,485 長期借入金 1,102,332

土地 3,121,981 （含１年内返済予定）

計 4,548,009 計 1,217,332

担保に供している資産
（千円）

対象債務（千円）

 建物 1,266,466 長期借入金 844,684

 土地 3,121,981 （含１年内返済予定）

計 4,388,447 計 844,684

※３．発行済株式総数 ※３．発行済株式総数

当社の発行済株式

総数
普通株式 27,530,417株

──────

※４．自己株式 ※４．自己株式

当社が保有する

自己株式の数
普通株式       1,519,722株

──────

コミットメントライン契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

金融機関（16社）との間でコミットメントライン

契約を締結しております。

コミットメントライン契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

金融機関（15社）との間でコミットメントライン

契約を締結しております。

契約極度額 6,000,000  千円

借入実行額 ─ 

差引額 6,000,000

契約極度額 6,000,000千円

借入実行額 ─ 

差引額 6,000,000
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１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。

土地・建物 21,818千円 土地       10,753千円

※２．この内訳は次のとおりであります。 ※２．この内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物       1,184千円

機械装置及び運搬具 257

器具備品 5,921

その他 12,147

計 19,510

建物及び構築物       3,308千円

機械装置及び運搬具 2,465

器具備品 5,923

その他 9,336

計 21,034

※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。

建物及び構築物       2,948千円

機械装置及び運搬具 7,342

器具備品 3,540

店舗撤去費用 36,099

計 49,931

建物及び構築物       1,216千円

器具備品 233

店舗撤去費用 36,206

計 37,656

※４．当社は、Ａ－プライス事業において従来実施してい

たポイントサービス制度を廃止し、平成17年８月以降、

新たなポイントサービス制度の実施を決定いたしまし

た。この制度変更により、旧制度の累積ポイントにつ

いては、変更期限までに現金化することになったため、

その金額424,654千円を特別損失として計上いたしま

した。なお、旧ポイント制度の変更期限は、当連結会

計年度末であります。

※４．　　　　　　　　──────

※５．　　　　　　　────── ※５．当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしました。

用途 場所 種類

 事業所  福岡県他  土地、建物他

 店舗  兵庫県他  土地、建物他

 遊休資産  兵庫県  土地、建物他

  当社グループは、店舗、事業所をグルーピングの最小単

位としております。また、遊休資産につきましては、個々

の物件を最小単位にしております。

  その結果、事業所、店舗につきましては地価の著しい下

落及び収益性の低下、遊休資産につきましては市場価格の

下落により帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を次のとおり特別損失に計上しております。

用途

建物及び

構築物

（千円） 

土地

（千円） 

その他

（千円） 

 事業所 29,110 108,690 2,646

 店舗 744,089 121,667 53,146

 遊休資産 17,495 46,940 57,038

 合計 790,695 277,298 112,830

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、土地につきましては固定資産税評価額

を基礎として算定した公示価格相当額、建物については固

定資産税評価額、構築物及び機械装置については零円で評

価しております。
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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２月１日　至　平成19年１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

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（注）１ 27,530,417 27,530,417 － 55,060,834

合計 27,530,417 27,530,417 － 55,060,834

自己株式

普通株式（注）２ 1,519,722 1,524,312 － 3,044,034

合計 1,519,722 1,524,312 － 3,044,034

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加27,530,417株は、平成18年11月１日付の株式分割による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加1,524,312株は、株式分割による増加1,520,222株、単元未満株式の買取り

による増加4,090株であります。

２．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４月26日

定時株主総会
　普通株式 208,085 8 平成18年１月31日 平成18年４月27日

平成18年９月19日

取締役会
　普通株式 208,082 8 平成18年7月31日 平成18年10月11日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月26日

定時株主総会
 普通株式 208,067 利益剰余金 4 平成19年１月31日 平成19年４月27日

（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２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

※　　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※　　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,789,075千円

有価証券勘定 2,961,021

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△33,013

価格変動リスクのある株式等有価

証券
△2,951,042

現金及び現金同等物 4,766,040

現金及び預金勘定   2,920,218千円

有価証券勘定 2,930,903

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金
△33,014

価格変動リスクのある株式等有価

証券
△2,920,886

現金及び現金同等物 2,897,220
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①　リース取引関係

項目
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１．リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額

(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

取得価額相当額

（千円）

機械装置及び運搬具 898,140

器具備品 3,181,648

計 4,079,789

取得価額相当額

（千円）

機械装置及び運搬具 776,962

器具備品 2,680,330

計 3,457,292

減価償却累計額相当額

（千円）

機械装置及び運搬具 618,963

器具備品 2,104,242

計 2,723,205

減価償却累計額相当額

（千円）

機械装置及び運搬具 482,170

器具備品 1,826,247

計 2,308,418

期末残高相当額

（千円）

機械装置及び運搬具 279,177

器具備品 1,077,406

計 1,356,583

期末残高相当額

（千円）

機械装置及び運搬具 294,791

器具備品 854,082

計 1,148,874

(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

（千円）

１年内 547,308

１年超 832,037

計 1,379,346

（千円）

１年内 471,992

１年超 696,545

計 1,168,538

（注）未経過リース料期末残高相当額の算

定は、支払利息相当額を控除したもの

であります。

（注）　　　　　同左

(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、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

（千円）

支払リース料 714,558

減価償却費相当額 682,645

支払利息相当額 26,963

（千円）

支払リース料 618,054

減価償却費相当額 588,900

支払利息相当額 23,742

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし残存価額を

零とする定額法によっております。

同左

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

同左

２．オペレーティング・リー

ス取引

（店舗等の賃借料で

リース期間内に解約

不能のもの）

未経過リース料 未経過リース料

（千円）

１年内 352,310

１年超 1,985,273

計 2,337,584

（千円）

１年内 445,556

１年超 2,370,414

計 2,815,971
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②　有価証券関係

１．売買目的有価証券

前連結会計年度（平成18年１月31日） 当連結会計年度（平成19年１月31日）

連結貸借対照表計上
額（千円）

当連結会計年度の損
益に含まれた評価差
額（千円）

連結貸借対照表計上
額（千円）

当連結会計年度の損
益に含まれた評価差
額（千円）

(1）有価証券 2,961,021 90,688 2,920,749 108,246

(2) 有価証券運用信託 3,013,645 235,523 3,598,400 220,635

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成18年１月31日） 当連結会計年度（平成19年１月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照表
計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの

(1）株式 955,831 1,634,477 678,646 857,126 1,376,566 519,439

(2）債券       

国債・地方債

等
2,018 2,130 112 3,010 3,159 148

(3）その他 － － － － － －

小計 957,849 1,636,608 678,758 860,137 1,379,726 519,588

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の

(1）株式 118,834 114,914 △3,920 242,060 236,365 △5,695

(2）債券       

国債・地方債

等
2,008 1,994 △13 4,010 3,981 △29

(3）その他 － － － － － －

小計 120,842 116,909 △3,933 246,071 240,346 △5,725

合計 1,078,692 1,753,517 674,824 1,106,208 1,620,072 513,863

（注）減損処理にあたっては、期末における時

価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

は全て減損処理を行い、30～50％程度下落

した場合は回復可能性等を考慮して必要と

認められたものについて減損処理を行って

おります。

（注）同左

３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自平成17年２月１日　至平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自平成18年２月１日　至平成19年１月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

48,905 26,380 28,500 16,013 8,492 －

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
前連結会計年度（平成18年１月31日) 当連結会計年度（平成19年１月31日)

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 158,213 169,203
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５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

前連結会計年度

（平成18年１月31日）

債券

 国債・地方債等

 

－

 

－

 

4,125

 

－

当連結会計年度

（平成19年１月31日）

債券

 国債・地方債等

 

－

 

－

 

7,140

 

－
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③　デリバティブ取引関係

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連で

は為替予約取引、通貨オプション取引、通貨スワップ取

引、金利関連では金利スワップ取引、債券関連では債券

先物取引です。なお、当グループでは、当社以外はデリ

バティブ取引は行っておりません。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　当社は、事業活動に伴い発生する為替、金利の変動リ

スクを回避するためにデリバティブ取引を行っておりま

す。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　当社は、主として輸入取引に伴う為替の変動リスクを

回避する目的で、為替予約取引等の通貨関連のデリバ

ティブ取引を行っており、また事業活動に伴う借入金金

利の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。

(3）取引の利用目的

同左

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理

の要件を満たしている金利スワップに関しては、特例

処理を採用しております。

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…金利スワップ

ヘッジ対象…長期借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

当社は、事業活動に伴い発生する為替、金利の変動リ

スクを回避するためデリバティブ取引を行っておりま

す。その実行及び運用はデリバティブ取引管理規程に

基づき行われ、リスク管理しております。上記ヘッジ

手段の金利スワップは、借入金金利の変動リスクを回

避する目的のものであります。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における

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、両者の変動額等を基礎として有

効性を判定しております。ただし、特例処理の要件を

満たしている金利スワップについては、ヘッジの有効

性判定を省略しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左
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前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

(4）取引に係るリスクの内容

当社が利用している通貨関連の為替予約取引、通貨オ

プション取引、通貨スワップ取引は為替相場の変動によ

るリスクを有しており、金利関連の金利スワップ取引及

び債券関連の債券先物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、当社のデリバティ

ブ取引の契約先はいずれも信用度の高い銀行、証券会社

であり、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。

(4）取引に係るリスクの内容

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制

　当社のデリバティブ取引についてはデリバティブ取引

管理規程を設けており、取締役会において一定限度枠を

定めておりますが、取引可能なデリバティブ商品の種類、

各商品の限度枠、各商品ごとの契約可能金融機関等の詳

細については取締役会で承認された委員で構成されたデ

リバティブ取引管理委員会が決定し、それに沿って財務

部が取引の実行及び管理を行っております。毎週末に財

務部が取引状況を管理委員会に報告し、また管理委員会

では取締役会並びに監査役会の閲覧に供するため、毎月

末ごとに取引状況表を作成しております。

(5）取引に係るリスク管理体制

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

(1）通貨関連

区分 種類

前連結会計年度（平成18年１月31日） 当連結会計年度（平成19年１月31日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引

以外の取

引

為替予約取引

買建

米ドル 45,092 － 45,950 857 180,003 － 190,037 10,033

売建

米ドル 440,977 － 448,114 △7,137 364,448 － 369,410 △4,961

ユーロ 124,378 － 127,159 △2,781 147,937 － 156,078 △8,140

スワップ取引

受取米ドル・

支払円
1,337,920 1,219,520 48,542 48,542 1,219,520 971,220 75,243 75,243

受取円・支払

米ドル
－ － － － 235,900 235,900 △7,053 △7,053

受取ユーロ・

支払円
130,960 130,960 14,906 14,906 130,960 130,960 27,228 27,228

合計 － － － 54,387 － － － 92,350

（注）時価の算定方法

　為替予約取引については、先物為替相場によっ

ております。

　スワップ取引については、取引先金融機関から

提示された価格等によっております。

（注）時価の算定方法

同左
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(2）金利関連

区分 種類

前連結会計年度（平成18年１月31日） 当連結会計年度（平成19年１月31日）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引以

外の取引

金利スワップ取引

受取固定・支払

変動

米ドル

ドル

15,000,000

ドル

10,000,000 △39,625 △39,625

ドル

10,000,000

ドル

10,000,000 △48,533 △48,533

円 1,000,000 1,000,000 19,824 19,824 1,000,000 1,000,000 8,571 8,571

受取変動・支払

固定

米ドル

ドル

10,000,000

ドル

5,000,000 16,129 16,129

ドル

5,000,000

ドル

5,000,000 15,292 15,292

円 1,000,000 1,000,000 9,805 9,805 1,000,000 1,000,000 12,575 12,575

合計 － － － 6,133 － － － △12,092

（注）１．時価の算定方法

　取引先金融機関から提示された価格等に

よっております。

２．スワップ取引に係わる契約額等の欄の金額

は想定元本であり、この金額自体がデリバ

ティブ取引に係わる市場リスク量又は信用リ

スク量を表すものではありません。

３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ

取引は除いております。

（注）１．時価の算定方法

同左

２．同左

３．同左
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④　退職給付関係

１．採用している退職給付制度の概要

前連結会計年度

（平成18年１月31日）

当連結会計年度

（平成19年１月31日）

  当社及び連結子会社㈱大久横山は、平成16年８月１

日より、基金型確定給付企業年金制度を採用しており

ます。また、他の連結子会社は退職一時金制度を設け

ております。

  当社及び連結子会社㈱大久横山は、確定給付型の制

度として、基金型確定給付企業年金を採用しているほ

か、確定拠出年金制度及び前払退職金制度を選択制で

採用しております。なお、他の連結子会社は退職一時

金制度を設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成18年１月31日）

当連結会計年度
（平成19年１月31日）

(1) 退職給付債務（千円） △4,199,279 △4,405,802

(2) 年金資産（千円） 4,052,761 4,513,105

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2)（千円） △146,518 107,303

(4) 会計基準変更時差異の未処理額（千円） － －

(5) 未認識数理計算上の差異（千円） △307,202 △385,385

(6) 未認識過去勤務債務(債務の増減)(千円) △134,309 △118,508

(7) 連結貸借対照表計上額純額

(3)＋(4)＋(5)＋(6)（千円）
△588,029 △396,589

(8) 前払年金費用（千円） － －

(9) 退職給付引当金(7)－(8)（千円） △588,029 △396,589

前連結会計年度

（平成18年１月31日）

当連結会計年度

（平成19年１月31日）

（注）１．当社及び連結子会社㈱大久横山は、確定給

付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金

の代行部分について、平成14年８月20日に

厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認

可を受けました。

　当社及び連結子会社㈱大久横山は「退職

給付会計に関する実務指針（中間報告）」

（日本公認会計士協会会計制度委員会報告

第13号）第47－２項に定める経過措置を適

用し、当該認可日において代行部分に係る

退職給付債務と返還相当額の年金資産を消

滅したものとみなし、会計処理しておりま

す。

　なお、当連結会計年度末における返還相

当額は1,738,124千円であります。

（注）１．　　　　　同　　左

２．企業年金制度に加入していない一部の社員

と短期契約社員及び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

しております。

２．　　　　　同　　左
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３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

(1）勤務費用（千円） 284,092 295,967

(2）利息費用（千円） 81,640 82,701

(3）期待運用収益（減算）（千円） 85,125 101,319

(4）会計処理基準変更時差異の費用処理額

（千円）
－ －

(5) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） 25,468 △18,566

(6) 過去勤務債務の費用処理額（千円） △15,801 △15,801

(7) その他（千円） － 138,205

(8) 退職給付費用

(1)＋(2)－(3)＋(4)＋(5)＋(6)＋(7)（千円）
290,274 381,188

（注）退職給付費用のうち「その他」は確定拠出年金への掛金拠出費用及び前払退職金であります。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成18年１月31日）

当連結会計年度
（平成19年１月31日）

(1) 割引率（％） 2.0 2.0

(2) 期待運用収益率（％） 2.5 2.5

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4) 過去勤務債務の処理年数 　10年 　10年

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 当期一括費用処理 当期一括費用処理

(6) 数理計算上の差異の処理年数 　10年 　10年
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⑤　ストック・オプション等関係

当連結会計年度（自平成18年２月１日　至平成19年１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15年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社子会社の取締役及び従業員　1,961名

ストック・オプション数

（注）

普通株式

　　　3,922,000株

付与日 平成15年７月30日

権利行使条件

①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使

時において、当社及び当社子会社の取締役及び従業員の地位を保有しているこ

とを要する。ただし、任期満了による退任、従業員の定年退職その他取締役会

が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

④その他の条件については、平成15年４月24日開催の定時株主総会決議及び新株

予約権発行の平成15年７月29日付取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者

との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間
自　平成19年７月１日

 至　平成22年６月30日

（注）株式数に換算して記載しております。なお、平成18年11月１日付をもって普通株式１株につき２株の株

式分割をしており、ストック・オプションの数は、上記分割を考慮した数になっております。

(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

平成15年ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 3,922,000

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 3,922,000

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －
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②　単価情報

平成15年ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 444

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －
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⑥　税効果会計関係

前連結会計年度
（平成18年１月31日）

当連結会計年度
（平成19年１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

未払事業税       68,044千円

賞与引当金 161,931

貸倒引当金 68,953

未払役員退職慰労金 146,866

退職給付引当金 230,486

株式評価損 160,976

繰越欠損金 508,798

土地・建物未実現利益 24,566

その他 131,641

小計 1,502,265

評価性引当額 △623,644

合計 878,620

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △119,517

特別償却準備金 △4,955

連結受入資産評価差額 △42,485

その他有価証券評価差額金 △273,362

その他 86

合計 △440,234

繰延税金資産の純額 438,386

繰延税金資産

未払事業税 54,263千円

賞与引当金 166,641

貸倒引当金 80,338

未払役員退職慰労金 148,665

退職給付引当金 149,151

株式評価損 159,354

減損損失 477,076

繰越欠損金 560,840

土地・建物未実現利益 24,764

その他 208,149

小計 2,029,246

評価性引当額 △733,231

合計 1,296,015

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △120,274

特別償却準備金 △2,548

連結受入資産評価差額 △42,485

その他有価証券評価差額金 △209,553

繰延ヘッジ損益 △15,892

その他 △19,781

合計 △410,536

繰延税金資産の純額 885,479

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。

流動資産─繰延税金資産 266,863千円

固定資産─繰延税金資産 231,366

流動負債─繰延税金負債 1,600

固定負債─繰延税金負債 58,242

流動資産─繰延税金資産 252,230千円

固定資産─繰延税金資産 689,820

流動負債─繰延税金負債 265

固定負債─繰延税金負債 56,306

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

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

（単位％）

法定実効税率 40.64

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.13

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△0.25

法人税額の特別控除項目 △1.44

住民税均等割額 5.61

回収可能性が見込まれない繰越欠損金等

の額
4.88

その他 △0.36

税効果会計適用後の法人税等の負担率 51.21

（単位％）

法定実効税率 40.64

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 6.25

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△0.53

住民税均等割額 14.35

回収可能性が見込まれない繰越欠損金等

の額
10.56

その他 2.37

税効果会計適用後の法人税等の負担率 73.64
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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２月１日　至平成18年１月31日）

ＤＴＢ
（千円）

ＡＰ
（千円）

ＦＳＭ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
97,633,906 36,300,896 30,127,708 164,062,512 － 164,062,512

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,362,875 － 47 1,362,922 (1,362,922) －

計 98,996,781 36,300,896 30,127,756 165,425,435 (1,362,922) 164,062,512

営業費用 97,190,391 35,951,422 29,991,741 163,133,555 (1,362,922) 161,770,633

営業利益 1,806,389 349,473 136,015 2,291,879 (－) 2,291,879

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出

資産 41,499,905 9,528,017 9,438,096 60,466,018 9,159,710 69,625,728

減価償却費 804,697 250,544 321,942 1,377,183 － 1,377,183

資本的支出 323,542 444,389 374,785 1,142,717 － 1,142,717

　（注）１．事業区分の方法

販売形態別に、ディストリビューター事業（ＤＴＢ）、Ａ－プライス事業（ＡＰ）、食品スーパー事業（Ｆ

ＳＭ）に区分しております。

２．各事業区分の主要な商品

(1）ＤＴＢ　……………　外食産業等に対する食材等

(2）ＡＰ　　……………　外食産業等に対する食材等

(3）ＦＳＭ　……………　食品及び雑貨

３．配賦不能営業費用はありません。

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は9,159,710千円であり、その主なものは当社での余

資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、管理部門の土地及び繰延税金資産であ

ります。

（追加情報）

従来、ディストリビューター事業に帰属するものとして処理してきました一部の営業費用について、組織変

更に伴い、区分が明確になったため、各セグメントに配分することとしました。この結果、従来の方法によっ

た場合に比べ、営業利益はディストリビューター事業が、253,765千円減少、Ａ－プライス事業が同額増加し

ております。

－ 42 －



当連結会計年度（自平成18年２月１日　至平成19年１月31日）

ＤＴＢ
（千円）

ＡＰ
（千円）

ＦＳＭ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
99,548,490 35,214,050 29,387,443 164,149,984 － 164,149,984

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,403,834 － － 1,403,834 (1,403,834) －

計 100,952,325 35,214,050 29,387,443 165,553,819 (1,403,834) 164,149,984

営業費用 99,416,758 34,871,111 29,262,317 163,550,187 (1,403,834) 162,146,352

営業利益 1,535,566 342,938 125,126 2,003,631 (－) 2,003,631

Ⅱ　資産、減価償却費及び資

本的支出

資産 40,720,703 9,053,918 7,736,711 57,511,332 9,995,406 67,506,738

減価償却費 778,223 259,451 283,574 1,321,248 － 1,321,248

減損損失 296,042 134,979 749,803 1,180,824 － 1,180,824

資本的支出 1,096,122 235,236 104,239 1,435,598 － 1,435,598

　（注）１．事業区分の方法

販売形態別に、ディストリビューター事業（ＤＴＢ）、Ａ－プライス事業（ＡＰ）、食品スーパー事業（Ｆ

ＳＭ）に区分しております。

２．各事業区分の主要な商品

(1）ＤＴＢ　……………　外食産業等に対する食材等

(2）ＡＰ　　……………　外食産業等に対する食材等

(3）ＦＳＭ　……………　食品及び雑貨

３．配賦不能営業費用はありません。

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は9,995,406千円であり、その主なものは当社での余

資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、管理部門の土地及び繰延税金資産であ

ります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度における本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がない

ため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度における当社及び連結子会社の海外売上高がないため、該当事項はありま

せん。

⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成17年２月１日　至平成18年１月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成18年２月１日　至平成19年１月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１株当たり純資産額    739円71銭

１株当たり当期純利益金額   41円55銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希

薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

１株当たり純資産額   365円30銭

１株当たり当期純利益金額     ４円86銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希

薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

当社は、平成18年11月１日付で普通株式１株につき２株の

株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合における前連結会計年度の１株当たり

情報の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。

１株当たり純資産額 369円85銭 

１株当たり当期純利益 20円78銭 

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

純資産の部の合計額（千円） － 19,052,502

純資産の部の合計額から控除する金額

 （千円）
－ 50,660

（うち少数株主持分） (－) (50,660)

普通株式に係る期末の純資産額

 （千円）
－ 19,001,842

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式数（株）
－ 52,016,800

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当期純利益（千円） 1,111,013 252,932

普通株主に帰属しない金額（千円） 30,100 －

（うち利益処分による役員賞与） (30,100) (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,080,913 252,932

期中平均株式数（株） 26,012,553 52,020,359

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

新株予約権１種類

（新株予約権の数1,961個）

「４ ．連結財務諸表等⑤ストッ

ク・オプション等関係」に記載のと

おりであります。

同左

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産及び受注の状況

　該当事項はありません。

(2）販売の状況

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

前期比 前期比

ディストリビューター事業（千円） 97,633,906 101.8 99,548,490 102.0

Ａ－プライス事業（千円） 36,300,896 96.9 35,214,050 97.0

食品スーパー事業（千円） 30,127,708 96.8 29,387,443 97.5

合計（千円） 164,062,512 99.7 164,149,984 100.1
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