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１．2007年２月期の連結業績（2006年３月１日～2007年２月28日）

（注）当社は、2007年２月期より連結財務諸表を作成しているため、2006年２月期の数値並びに対前期増減率については

記載しておりません。

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2007年２月期 102,631 － 4,550 － 4,593 －
2006年２月期 － － － － － －

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 ％ ％ ％

2007年２月期 2,598 － 148 57 － － 8.0 10.1 4.5
2006年２月期 － － － － － － － － －

（注）①持分法投資損益 2007年２月期 －百万円 2006年２月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 2007年２月期 17,492,630株 2006年２月期 －株

③会計処理の方法の変更 無

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

2007年２月期 45,598 32,517 71.3 1,859 12
2006年２月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 2007年２月期 17,491,022株 2006年２月期 －株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
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

2007年２月期 7,511 △6,753 165 12,720
2006年２月期 － － － －

(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 1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） 1社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．2008年２月期の連結業績予想（2007年３月１日～2008年２月29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 56,000 2,620 1,200
通期 112,000 4,700 2,250

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　128円64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

おります。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６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、親会社であるイオン株式会社を中心とするイオングループ（以下、企業集団をさす場合は、単に「イ

オン」という。）の総合小売事業の中のスーパーマーケット事業における東海地区の中核企業であり、静岡県を中心と

して神奈川県・愛知県及び山梨県にスーパーマーケットを展開しております。なお、当社グループは親会社であるイオ

ン株式会社より、イオンのプライベートブランドである“トップバリュ”など商品の一部供給を受けております。また、

他のグループ各社との間で、店舗の維持管理に関する取引や用度・資材の供給、当社店舗へのテナント入店等の取引を

行っております。

　なお、当社は、2006年８月25日付で、100％子会社であるジョイフル東海株式会社を設立するとともに、当該会社を受

け皿会社として、同年10月16日に静岡市内を中心にスーパーマーケット等の事業を展開していた株式会社東海マート他

より事業を譲り受け、同年10月19日より事業を開始しております。

　これら事業に係る系統図は、次のとおりであります。

［事業系統図］

 
お    客    さ    ま 

本  部 流通センター 店  舗 

当        社 

ジョイフル東海㈱ 

 

《 総 合 小 売 業 （ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 事 業） 》 

連結子会社 

本部・研修センター  ３センター     53 店舗          ５店舗 

《専門店事業》 

㈱ニューステップ 

《サービス事業》 
イオンクレジット

サービス㈱ 

親 会 社 
 

イ オ ン ㈱ 

《不動産事業》 

ロック開発㈱ 

《その他》 

イオンディライト㈱ 
チェルト㈱ 
アイク㈱ 

店舗内
出店 

クレジット販売 
代金の業務委託 

商品供給 
情報システムの 
利用等 

店舗賃借 店舗維持管理 
店舗資材購入 
商品仕入 

（ イ オ ン グ ル ー プ ） 
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、「何よりもお客さまの利益を優先しよう。」という企業理念のもと、どこよりも「気持ちのよい

挨拶ができる店」、どこよりも「商品を大切にする店」、どこよりも「サービスレベルが高い店」、どこよりも「お

客さまのご意見やご要望に真剣に聞く店」を目指して経営に取り組んでおります。同時に一人一人のお客さまを大切

にし、それぞれの地域に密着したお店、言い換えればその地域にとってなくてはならない、あてにされるお店作りを

目指しております。そのためには、全従業員が絶えずお客さまの視点に立ち、お客さまの声に真剣に耳を傾け、誠実

かつ迅速に行動することが不可欠であると考えております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本方針としておりますが、利益配分につきましては、成長戦

略や設備投資計画、フリー・キャッシュ・フローの状況等を勘案しつつ、経営成績を反映した利益還元を行っていき

たいと考えており、配当性向は、連結利益の30％程度にまで高めていく方針であります。

　内部留保につきましては、新店投資やスクラップ・アンド・ビルド、更にはＭ＆Ａなど事業規模の維持・拡大に充

てるとともに、ＩＴ関連の充実・人材育成など事業基盤の強化のための投資等にも充てていく方針であります。

(3）目標とする経営指標

　目標とする経営指標といたしましては、売上高営業利益率５％の実現とその継続を目指すとともに、経常ＲＯＡ（総

資産経常利益率）ならびに経常ＲＯＥ（自己資本経常利益率）を効率分析の重要指標として位置付けております。な

お経常ＲＯＡにつきましては10％以上を目標数値としております。

　今後さらに重要指標の向上に向け、収益構造の一層の強化を図るとともに、商品回転率の向上による在庫効率の改

善など重点課題を明確にし、取り組んでまいります。

　また、当期決算期を含め５期連続で堅調に推移している既存店の増収基調の継続にも引き続きこだわりをもち、取

り組んでまいります。

(4）中長期的な経営戦略

　当社グループでは、2008年２月期を初年度とする第２次中期３ヵ年経営計画を策定し、単体ベースで2010年２月期

「売上規模1,500億円、80店舗体制の構築」を目標に掲げました。

　経営戦略におけるキーワードは、

①　全員参加型経営の推進と現場力の強化

②　マーケット変化に適応した商品・サービスの提供

③　内部管理体制の強化と地域社会への貢献

を掲げ、経営計画の確実な実現を目指し、マーケット変化への速やかな対応を図るとともに、地域特性に応じた商品

の品揃え、競争に打ち勝つ店舗のフォーマット作りを計画的に進めてまいります。

　このような経営戦略を受け、生鮮食品（青果・鮮魚・精肉）部門においては、生産者の顔の見える商品提供と地産

地消の推進、フード（惣菜・寿司・ベーカリー）部門においては、インストア製造・加工の更なる強化とワンデー・

ファイブ・サイクルによる出来立て商品のタイムリーな提供など、お客さま視点に立った店舗運営に継続して努めて

まいります。

　また地域の風習や習慣に基づいた商品を積極的に展開していくとともに、世代の交代に伴い失われつつある地域食

材や伝統料理のレシピなどを積極的に掘り起こし、１店１店が地域社会の中であてにされ、なくてはならないお店で

あるという地位を確立したいと考えております。

(5）会社の対処すべき課題

　2007年２月期をもって「売上規模1,000億円、３ヵ年で30店舗の新規出店及び営業利益率５％の達成」を目標とした

第１次中期３ヵ年経営計画が終了いたしました。売上規模につきましては当社単体で1,006億円と目標をクリアーする

ことができましたが、新規出店数は23店舗（スクラップ・アンド・ビルドを含む）、営業利益率につきましては4.8％

という結果になりました。

　この結果を真摯に受けとめるとともに今後の重要な経営課題としつつ、2010年２月期に向けた第２次中期３ヵ年経

営計画がスタートいたします。その初年度に当たり、今一度「何よりもお客さまの利益を優先しよう。」という企業

理念に立ち返り、基本の徹底を合言葉に「１店１店、ひとりひとりが光り輝く、地域最良のスーパーマーケットチェー

ンを構築する」というビジョンのもと、「マーケット変化への適応に向け＜現場力＞の強化、客数増と買上点数増

で“異常値”を創ろう！」という年度スローガンを掲げました。このスローガンの下、変化に適応できる売場・商品

づくりを行い、地域の中でなくてはならない、あてにされるお店づくりを目指してまいります。同時に業務の効率化
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に向けた仕組みづくりにも引き続き取り組み、ローコスト経営を推進するとともに、コンプライアンス体制の強化、

また環境問題を機軸とし、地域とのかかわりを大切にした社会貢献活動にも積極的に取り組んでまいります。

(6）親会社等に関する事項

　当社の親会社はイオン株式会社であり、同社は当社の株式の68.6％を保有しております。

　当社は、親会社であるイオン株式会社より、イオンのプライベートブランドである“トップバリュ”商品の一部供

給を受けております。なお、取引条件は一般取引と同様に決定しており他との区別はしておりません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

①　当期の概況

【営業の経過及び成果】

　当連結会計年度における我が国の経済は、企業収益の改善による設備投資の堅調な推移や求人意欲の高まりによ

る雇用情勢の改善等に見られるように、緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、その一方、金利や

社会保険料等の引き上げとともに、少子高齢化社会への急速な進展を背景とした将来不安の高まりもあり、消費を

拡大する動きに大きな変化はみられず、景気の先行きの不透明感を払拭するまでには至っておりません。

　また、小売業とりわけ生活必需品を扱うスーパーマーケット業界におきましては、低価格競争とともに競合の出

店もあいまって引き続き厳しい状況が続いております。また新たな課題として「まちづくり三法」の改正や「容器

包装リサイクル法」に代表される環境問題等へのより一層の取り組みが求められております。

　このような状況の中、当社グループは、「何よりもお客さまの利益を優先しよう。」という企業理念のもと、地

域に密着し、地域になくてはならないスーパーマーケットの構築を目指しております。当連結会計年度は『全員参

加型経営のさらなる推進「客数」と「買上点数」の増加に向け、変革にチャレンジ！』をスローガンに掲げ、目標

指標を明確に絞り込むとともに、従業員が一丸となって変革へのチャレンジに取り組んでまいりました。とりわ

け、“特異日”と称する月の初市、火曜・水曜市、またイオングループで取り組んでいる20日・30日のイオンカー

ド会員感謝デー等の企画においては、店舗・本部一体となった販売体制を構築するとともに、既成概念の打破及び

昨年実績にこだわらない“異常値”作りにチャレンジしてまいりました。

　その結果、全体としては客数と買上点数の伸びにも支えられ、当社の既存店売上高の対前期比は104.1％と引き続

き堅調に推移するとともに、2002年度より５期連続して前年実績を上回ることができました。

　店舗の状況といたしましては、スクラップ・アンド・ビルド（店舗の建替え）を含め新店として７店舗を開設す

る一方、４店舗を閉鎖したことにより、当期末における店舗数は53店舗となりました。

　また、2006年10月に、同年５月に民事再生手続きの申請を行った静岡市を中心にスーパーマーケット事業などを

展開する株式会社東海マート他の事業を同年８月に設立済の連結子会社であるジョイフル東海株式会社が譲り受け、

同年10月19日にスーパーマーケット５店舗を同時オープンさせ、その事業を開始しました。　

（店舗運営）

　全員参加型経営の推進を目指し、パートタイマーが主体となり地域の食文化の掘り起こし等の取り組みを行うこ

とにより、お客さまとの距離感を縮めることを目的とした「フレックス委員会」の活動がほぼ全店で定着し軌道化

する中、生活者の視点に立った地域密着の店舗運営や品揃えのあり方を売場に反映する仕組みづくりに取り組んで

まいりました。また発注担当者の作業軽減を図るため、分析データの効果的な活用による発注精度の向上のための

仕組みを構築し、在庫の削減に努めるとともに、時間帯別品揃え基準に基づく、タイムリーな商品提供を目指しま

した。同時に昨年２月にＩＳＯ14001の認証取得を受け、環境マネジメントシステムの手法を用いた環境負荷軽減に

向けた改善活動にも引き続き取り組みました。

（商品部門別の動向）

　当連結会計年度において、当社グループでは、高収益部門であるとともに、今後最も消費拡大が見込める惣菜・

寿司・インストアベーカリーの各部門をフード事業本部として商品統括本部から分離し、担当役員を新たに配置す

ることにより、改革のスピードアップを目指すとともに収益力の向上を図りました。

　また客数と買上点数にこだわる施策を継続実施し、特にインストア製造・加工を主体とする青果・鮮魚・精肉の

生鮮部門とフード部門においては、バラ・少量パック販売を計画的に拡大させるとともに、タイムリーな商品提供

等に努めることにより、買上点数を向上させることに注力してまいりました。そのほか各月度においての重点販売

商品を明確にし、店舗と本部が一体となり拡販に努めてまいりました。

　加えて、「イオン」のプライベートブランドである“トップバリュ”商品の販売強化を進めるべく、品目数の積

極的拡大を図るとともに、売場での訴求を高めた結果、その売上構成比は前期と比較して0.6ポイント向上し5.5％

となりました。

（店舗開発）

　店舗開発においては、2006年４月にマックスバリュ平塚河内店（神奈川県平塚市）、11月にマックスバリュ豊橋

南店（愛知県豊橋市）を新規店舗として開設するとともに、当連結会計年度は老朽化した既存店の活性化を目指し

たスクラップ・アンド・ビルドに積極的に取り組み、2006年７月にマックスバリュ伊豆長岡店（静岡県伊豆の国

市）、８月にマックスバリュ開成店（神奈川県足柄上郡開成町）、10月にマックスバリュ下田銀座店（静岡県下田

市）、11月にマックスバリュ富士岡店（静岡県御殿場市）、12月にマックスバリュ函南店（静岡県田方郡函南町）

として各々リニューアルオープンさせ、店舗稼動年数の全体的引き下げを図るとともに、既存商圏内での更なる占
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拠率の向上に努めました。その一方開店以来営業損失が続いていたマックスバリュ沼津松沢店（静岡県沼津市）を

2007年２月に閉鎖いたしました。

　その結果、当連結会計年度末における店舗数は53店舗（静岡県41店舗、神奈川県８店舗、愛知県２店舗及び山梨

県２店舗）となり、子会社の５店舗を加えた総店舗数は58店舗となりました。

　これらの結果、当期の連結業績は以下のとおりとなりました。

売上高 102,631,035千円（対前期比 －％）

営業利益 4,550,663千円（　同 －％）

経常利益 4,593,641千円（　同 －％）

当期純利益 2,598,816千円（　同 －％）

　また、当期の個別の業績は以下のとおりとなりました。

売上高 100,657,020千円（対前期比 115.1％）

営業利益 4,786,901千円（　同 120.3％）

経常利益 4,851,653千円（　同 121.2％）

当期純利益 2,598,816千円（　同 91.1％）

②　次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、企業の設備投資の堅調な推移や雇用情勢の改善等、緩やかながら景気回復の動き

が見られ、消費意欲の高まりも期待されますが、小売業を取り巻く環境は、「まちづくり三法」の改正や「容器包

装リサイクル法」に代表される環境問題に対する取組など、法律的・社会的要請への対応を求められる一方、流通

業界全般に渡る大きな再編のうねりや、消費の二極化の動きが続く中で、食品スーパーにとっては依然として厳し

い環境が続くものと予想されます。

　このような経営環境の中で、2007年度は「マーケット変化への適応に向け＜現場力＞の強化、客数増と買上点数

増で“異常値”を創ろう！」をスローガンに掲げ、１店１店、ひとりひとりがマーケット変化に速やかに適応でき

るような強い＜現場力＞を有した店舗作りを目指してまいります。また、第１次中期３ヵ年経営計画において連続

して立ち上げた店舗を含め、既存店舗の収益力を一層高めるとともに、2007年度を「教育元年」と位置づけ、月１

回各店舗と本部担当者とで開催される“月例ミーティング”を活用し、①基本の徹底、②経営参画意識の共有、③

店舗毎の最優先課題の抽出と自己問題解決能力の向上に努めてまいります。

　次期の連結業績は、上記取り組みとともに新規開店６店舗（うちスクラップ・アンド・ビルド２店舗）を計画し、

その結果、売上高1,120億円、営業利益47億円、経常利益47億円、当期純利益22億5千万円を予定しております。

(2）財政状態

　当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、新店開設に伴う有形固定資産の取得による支出や

㈱東海マート他からの事業譲受等による支出がありましたが、営業規模の拡大による収入増があり、前期末に比べ

923,480千円増加し、12,720,906千円となりました。なお、当連結会計年度より連結キャッシュ・フロー計算書を作成

しているため、期首残高については、当社の期首残高によっております。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、前期末に比べ659,866千円増加し、7,511,460千円となりました。

　これは、主として営業規模の拡大により税引前当期純利益が514,361千円増加したこと、新店の開店等により仕入債

務の増減額が45,625千円増加したことなどによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は、前期末に比べ764,388千円増加し、6,753,763千円となりました。

　これは主として、新店の開設に伴う資産の取得等による支出の他、優先出資証券参加権の取得による2,000,000千円

の支出や、事業譲受に係る対価の支出2,033,608千円などがあったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は165,782千円（前期は支出した資金291,575千円）となりました。

　これは事業を譲り受けた子会社の運転資金として金融機関から500,000千円の借入を行ったことによる収入並びに配

当金の支払等によるものです。
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キャッシュ・フロー指標のトレンド

 平成15年２月期 平成16年２月期 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期

自己資本比率（％） － － － － 71.3

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ － － － 87.8

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
－ － － － 6.7

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － － 1,854.1

　（注）　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

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。

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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

営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対

象としております。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おり

ます。

 （参考）個別キャッシュ・フロー指標のトレンド

 平成15年２月期 平成16年２月期 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期

自己資本比率（％） 66.1 69.0 72.5 74.0 73.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
－ － 87.2 95.9 90.5

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
0.3 － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
222.5 2,140.4 － － －

 

（注） 時価ベースの自己資本比率については、上場後の平成17年２月期以降を表示しております。

株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

ただし、平成18年２月期については、2006年３月１日に株式分割が行われており、期末株価終値が権利落後の

株価となっているため、当該株式分割後の発行済株式数により算出しております。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
当連結会計年度

（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   13,220,906  

２．売掛金   20,691  

３．有価証券   490,661  

４．たな卸資産   1,656,730  

５．繰延税金資産   2,164,532  

６．その他   1,086,263  

流動資産合計   18,639,786 40.9

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物  13,509,531   

減価償却累計額  4,124,000 9,385,530  

(2）車両運搬具  9,429   

減価償却累計額  5,742 3,687  

(3）器具備品  4,165,464   

減価償却累計額  2,320,256 1,845,208  

(4）土地   5,541,941  

(5）建設仮勘定   200,494  

有形固定資産合計   16,976,861 37.2

２．無形固定資産     

(1）のれん   378,849  

(2）その他   189,276  

無形固定資産合計   568,125 1.3

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   954,016  

(2) 長期貸付金   75,132  

(3）繰延税金資産   2,435,116  

(4）優先出資証券参加権 ※１  2,000,000  

(5）差入保証金   3,009,213  

(6）その他   1,161,743  

貸倒引当金   △221,884  

投資その他の資産合計   9,413,338 20.6

固定資産合計   26,958,325 59.1

資産合計   45,598,111 100.0
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当連結会計年度

（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   5,853,541  

２．短期借入金   500,000  

３．未払法人税等   177,240  

４．賞与引当金   445,783  

５．役員賞与引当金   33,430  

６．閉店損失引当金   38,000  

７．その他   2,542,428  

流動負債合計   9,590,425 21.0

Ⅱ　固定負債     

１．退職給付引当金   2,664,401  

２．役員退職慰労引当金   61,376  

３．その他   764,002  

固定負債合計   3,489,780 7.7

負債合計   13,080,205 28.7

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   2,167,850 4.8

２．資本剰余金   2,893,374 6.3

３．利益剰余金   27,136,037 59.5

４．自己株式   △7,653 △0.0

株主資本合計   32,189,608 70.6

Ⅱ　評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差額
金

  328,297 0.7

評価・換算差額等合計   328,297 0.7

純資産合計   32,517,906 71.3

負債純資産合計   45,598,111 100.0
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(2）連結損益計算書

  
当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   102,631,035 100.0

Ⅱ　売上原価   76,077,868 74.1

売上総利益   26,553,167 25.9

Ⅲ　その他の営業収入   4,137,341 4.0

　　　営業総利益   30,690,508 29.9

Ⅳ　販売費及び一般管理費 ※１  26,139,845 25.5

営業利益   4,550,663 4.4

Ⅴ　営業外収益     

１．受取利息  31,288   

２．受取配当金  9,710   

３．保険金収入  9,618   

４．雑収入  9,830 60,448 0.1

Ⅵ　営業外費用     

１．支払利息  4,051   

２．旧商品券回収額  2,398   

３．株式分割費用  3,026   

４．開店遅延費用  3,285   

５．労災補償金  2,500   

６．営業譲渡関連費用  2,173   

７．雑損失  36 17,470 0.0

経常利益   4,593,641 4.5

Ⅶ　特別利益     

１．固定資産売却益 ※２ 4,647   

２．償却済債権等回収益  11,132   

３．貸倒引当金戻入益  37,876   

４．閉店損失引当金戻入益  11,142   

５．過年度過払手数料回収益  10,940 75,740 0.1

Ⅷ　特別損失     

１．固定資産除却損 ※３ 34,346   

２．閉店損失引当金繰入額  38,000   

３．減損損失 ※４ 35,298   

４．退店補償金  18,500   

５．その他  34,077 160,221 0.2

税金等調整前当期純利益   4,509,160 4.4

法人税、住民税及び事業
税

 101,395   

法人税等調整額  1,808,948 1,910,344 1.9

当期純利益   2,598,816 2.5
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(3）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28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２月28日　残高（千円）
（注）

2,167,850 2,893,374 24,889,085 － 29,950,309

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △326,564  △326,564

役員賞与の支給   △25,300  △25,300

当期純利益   2,598,816  2,598,816

自己株式の取得    △7,653 △7,653

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）

－ － 2,246,952 △7,653 2,239,299

平成19年２月28日　残高（千円） 2,167,850 2,893,374 27,136,037 △7,653 32,189,608

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年２月28日　残高（千円）
（注）

376,694 30,327,004

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当  △326,564

役員賞与の支給  △25,300

当期純利益  2,598,816

自己株式の取得  △7,653

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△48,397 △48,397

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△48,397 2,190,902

平成19年２月28日　残高（千円） 328,297 32,517,906

（注）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、平成18年２月28日残高は当社の前事業年度末の金額によっております。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（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  4,509,160

減価償却費  1,774,546

減損損失  35,298

のれんの償却額  16,471

貸倒引当金の増加又は減少
（△）額

 △37,876

賞与引当金の増加額  108,047

役員賞与引当金の増加額  33,430

退職給付引当金の増加又は
減少（△）額

 139,255

役員退職慰労引当金の増加
又は減少（△）額

 15,188

閉店損失引当金の増加又は
減少（△）額

 △5,864

受取利息及び受取配当金  △40,999

支払利息  4,051

固定資産売却益  △4,647

固定資産除却損  34,346

退店補償金  18,500

売上債権の減少又は増加
（△）額

 △6,379

たな卸資産の増加額  △138,540

その他の資産の減少又は増
加（△）額

 △237,240

仕入債務の増加額  895,881

その他の負債の増加額  399,609

役員賞与の支払額  △25,300

その他  65,412

小計  7,552,350

利息及び配当金の受取額  39,118

利息の支払額  △4,051

法人税等の支払額  △87,089

償却済債権等の回収による
収入

 11,132

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 7,511,460
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当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）

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  △1,300,000

定期預金の払戻による収入  1,000,000

有形固定資産の取得による
支出

 △2,712,233

有形固定資産の売却による
収入

 237,566

無形固定資産の取得による
支出

 △64,926

敷金保証金の差入による支
出

 △78,711

敷金保証金の返還による収
入

 287,768

優先出資証券参加権の取得
による支出

 △2,000,000

破産更生債権等の回収によ
る収入

 40,435

事業譲受による支出 ※３ △2,033,608

その他  △130,054

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △6,753,763

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

  

短期借入れによる収入  500,000

自己株式の取得による支出  △7,653

配当金の支払額  △326,564

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 165,782

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加又
は減少（△）額

 923,480

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

※１ 11,797,425

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残
高

※２ 12,720,906
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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
当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．連結の範囲に関する事項  (1)連結子会社の数　　　　　１社 

 (2)連結子会社の名称

　　　ジョイフル東海株式会社

なお、ジョイフル東海株式会社は、

当連結会計年度に新たに設立された

子会社であります。 

  (3)非連結子会社はありません。

２．持分法の適用に関する事項 　持分法の適用の対象となる非連結子会

社及び関連会社はありません。

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項  

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

 （イ）有価証券

　　 満期保有目的の債券

 償却原価法（定額法）　　 

　　 その他有価証券

　　　 時価のあるもの

決算日現在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   

 （ロ）たな卸資産

 　 ①商品

　「企業会計原則と関係諸法令との調

整に関する連続意見書」第四に定める、

売価還元平均原価法

②貯蔵品

　最終仕入原価法 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

（イ）有形固定資産

　　定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物

（建物）　　　　　　34年～39年

（建物附属設備）　　３年～18年

（構築物）　　　　　６年～40年

車両運搬具　　　　　２年～６年

器具備品　　　　　　２年～20年
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項目
当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 （ロ）無形固定資産

 　　　自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

 （ハ）投資その他の資産

　長期前払費用

　　定額法

(3）重要な引当金の計上基準 （イ）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒れによる損失に備え、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

 （ロ）賞与引当金

　従業員及びフレックス社員（パートタ

イマー）の賞与の支給に備え、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。

 （ハ）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えて、当連結会計

年度における支給見込額に基づき計上し

ております。 

 （ニ）閉店損失引当金

　店舗閉店に伴い発生する損失に備え、

店舗閉店により合理的に見込まれる中途

解約金及び原状回復費等の閉店関連損失

見込額を計上しております。 

 （ホ）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え、当連結会計

年度末における退職給付債務の見込額に

基づき計上しております。

　なお、数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間内の一定

の年数（10年）による定額法により按分

した金額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとしております。

 （ヘ）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え、内規

に基づく連結会計年度末要支給額の全額

を計上しております。 
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項目
当連結会計年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

(4）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

(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

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

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

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。 

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

　のれんの償却については、のれんの発

生原因に基づき、その効果の及ぶ期間

（10年）で均等償却しております。

７．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、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

※１　投資その他の資産に計上されている優先出資証券参

加権は、親会社であるイオン株式会社との契約に基づ

く優先出資証券の元本及び配当を受領する権利に係る

参加権であります。 

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

広告宣伝費 637,167千円 

販売促進費 995,905千円

配達運搬費  2,269,304千円

従業員給与・賞与 10,984,938千円

賞与引当金繰入額 445,783千円

役員賞与引当金繰入額 33,430千円

退職給付費用 230,327千円 

法定福利及び厚生費  1,444,387千円

不動産賃借料  2,413,258千円

動産リース料  145,106千円

減価償却費  1,774,546千円

のれんの償却額  16,471千円

水道光熱費  1,468,377千円

設備維持費  1,047,511千円

※２　固定資産売却益の主な内容

　土地　　　　　　　　　　　　　　   4,647千円 

※３　固定資産除却損の主な内容

　　 建物及び構築物 25,925千円 

　　 器具備品 8,420千円 

 　　　　計 34,346千円 

※４　減損損失

　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しております。

用途 場所

種類及び減損損失

建物及び

構築物
器具備品 その他 合計

店舗
富士岡店

（静岡県御殿場市）
6,578 3,946 1,674 12,199

遊休

資産

倉庫他

（静岡県静岡市）
20,656 － 2,442 23,098

合計 27,234 3,946 4,116 35,298
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当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

　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、店舗及び賃貸不動産を基礎とし、また遊休資産

については物件毎にグルーピングしております。

　営業活動から生ずる損益が継続してマイナス又は継続し

てマイナスとなる見込みである店舗の資産グループ、閉店

の意思決定をした店舗の資産グループ及び市況の変化に伴

い市場価格の著しく下落した遊休資産について、その帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上しております。

　なお、資産グループの回収可能価額は正味売却価額又は

使用価値により測定しております。正味売却価額は、土地

については重要性が乏しいため固定資産税評価額を基に算

定した金額により、その他の固定資産については取引事例

等を勘案した合理的な見積りにより評価しております。ま

た、使用価値は、将来キャッシュ・フローを9.3％で割り引

いて算定しております。 

（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３月１日　至平成19年２月28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）
　(注１)

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２） 11,663,000 5,831,500 － 17,494,500

合計 11,663,000 5,831,500 － 17,494,500

自己株式

普通株式（注２） － 3,478 － 3,478

合計 － 3,478 － 3,478

（注１）当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度末株式数は、当社の前事業年度末の株式

数によっております。

（注２）発行済株式の増加は取締役会決議に基づく株式分割に伴うものであり、自己株式の増加は単元未満株の買取によ

るものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　　　　　該当事項はありません。 
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３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年５月25日

定時株主総会
普通株式 326,564 　　　　 28.00 平成18年２月28日 平成18年５月25日

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

　　　　　　　平成19年５月24日開催の定時株主総会において次の議案を付議します。

決議予定 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５月24日  普通株式 542,221  利益剰余金  　　31.00  平成19年２月28日  平成19年５月25日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 

 ※１  当連結会計年度期首残高 

 　　当連結会計年度期首においては、連結範囲にあ　

る子会社は設立されていないため、現金及び現金同

等物の期首残高は当社の期首残高によっております。

なお、その他営業活動の増減につきましても、期首

残高は、当社の期首残高によっております。

※２　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年２月28日現在）

　　現金及び預金 13,220,906千円

　　預入れ期間が3ヶ月を超える

　　定期預金
△500,000千円

　　現金及び現金同等物 12,720,906千円

  

※３　事業譲受による支出の内訳　 

 　　　　　流動資産 39,465千円

 　　　　　有形固定資産 1,238,394千円

 　　　　　無形固定資産   　395,321千円

 　　　　　投資その他の資産 679,905千円

        　 資産計 2,353,085千円

 　　　　  固定負債 △325,785千円

          消耗備品費 6,308千円

          　合計 2,033,608千円
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（リース取引関係）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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、

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
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

減損損失累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具
備品 

608,045 430,226 20,976 156,842

車両
運搬具

98,186 32,626 － 65,560

合計 706,232 462,852 20,976 222,402

(2)未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損勘

定期末残高

未経過リース料期末残高相当額

１年内 94,286千円

１年超 139,161千円

合計 233,448千円

リース資産減損勘定期末残高       4,478千円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 144,359千円

リース資産減損勘定の取崩額 8,843千円

減価償却費相当額  124,497千円

支払利息相当額 6,223千円

減損損失       1,439千円

(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。 

(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。 

２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内  1,826,068千円

１年超 13,701,913千円

合計 15,527,981千円
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（有価証券関係）

当連結会計年度（平成19年 2月28日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

るもの

(1)国債・地方債等 － － －

(2)社債 － － －

(3)その他 － － －

小計 － － －

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

ないもの

(1)国債・地方債等 990,609 986,776 △3,833

(2)社債 － － －

(3)その他 － － －

小計 990,609 986,776 △3,833

合計 990,609 986,776 △3,833

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類 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 62,047 404,069 342,021

(2)債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 62,047 404,069 342,021

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 － － －

(2)債券

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3)その他 － － －

小計 － － －

合計 62,047 404,069 342,021

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 50,000

４．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

１年以内（千円）
１年超５年以内

（千円）
５年超（千円）

１．債券

(1)国債・地方債等 490,661 499,947  

(2)社債 － －  

(3)その他 － －  

２．その他 － －  

合計 490,661 499,947  
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（デリバティブ取引関係）

当社グループは、当連結会計年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）において、デリバティブ取

引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

  当社は、退職金規程に基づく社内積立の退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

退職給付債務 △2,762,814千円

未認識数理計算上の差異   98,412千円

退職給付引当金 △2,664,401千円

３．退職給付費用に関する事項

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

勤務費用 169,042千円

利息費用 47,036千円

数理計算上の差異の費用処理額 14,248千円

退職給付費用 230,327千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当連結会計年度
（平成19年２月28日）

退職給付見込額の期間配分方法　　期間定額基準

割引率　　　　　　　　　　　　　１．８％

数理計算上の差異の処理年数　　　発生翌連結会計年度

より10年
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（税効果会計関係）

当連結会計年度
（自　平成18年 3月 1日

至　平成19年 2月28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流動の部

繰延税金資産

賞与引当金損金算入限度超過額 176,975千円

繰越欠損金 1,826,200千円

その他 182,155千円

小　　計 2,185,331千円

評価性引当額 △20,798千円

繰延税金資産合計 2,164,532千円

繰延税金資産の純額 2,164,532千円

②固定の部

繰延税金資産

退職給付引当金 1,057,767千円

貸倒引当金繰入限度超過額 88,088千円

金銭債権評定損 1,007,079千円

固定資産評価損 638,696千円

株式・出資金評価損 147,324千円

繰越欠損金 1,279,134千円

その他 188,766千円

小　　計 4,406,857千円

評価性引当額 △1,958,015千円

繰延税金資産合計 2,448,841千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 13,724千円

繰延税金負債合計   13,724千円

繰延税金資産の純額 2,435,116千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との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

法定実効税率 　39.7％

（調整）

交際費等永久に損金算入されない項目 1.3％

住民税均等割 2.1％

評価性引当額の減少 　△0.9％

その他 　0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 　42.4％
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（セグメント情報関係）

ａ．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

　　　　　  スーパーマーケット事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及

び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えるため、事業の種類別セグメント情

報は記載しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

　　　　　  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高

当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

　　　　　  海外売上高がないため該当事項はありません。

（企業結合等関係の注記）

　

　　１．被取得企業の名称及び事業の内容、事業を取得した場合には、相手先企業の名称及び取得した事業の内容、企業

結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称及び取得した議決権比率

相手企業の名称 民事再生会社　株式会社東海マート 他１社

 取得した事業の内容  小売業（スーパーマーケット）

 企業結合を行った理由  静岡県中部地区における事業展開の推進のため

 企業結合日  平成18年10月16日

 企業結合の法的形式  連結子会社のジョイフル東海株式会社による営業譲受

 結合後企業の名称  ジョイフル東海株式会社

　　２．連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間

 　　　 自　平成18年10月19日　至　平成19年２月28日

　　３．取得した事業の取得原価及びその内訳

 　　　 ①取得した事業の取得原価　　　2,033,608千円

 　　　 ②取得原価の内訳

 　　　　　 事業譲渡の対価　　　　　　1,938,867千円

 　　　　　 取得原価に含めた費用　　　   94,741千円

　　４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 　　　 ①のれんの金額　395,321千円

 　　　 ②発生原因　静岡県中部地区における事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。

 　　　 ③償却方法　均等償却

 　　　 ④償却期間　10年

　　５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

　流動資産 39,465千円 

  有形固定資産 1,238,394千円 

  無形固定資産 395,321千円 

  投資その他の資産 679,905千円 

 　　 資産計 2,353,085千円 

  固定負債 △325,785千円 

  消耗備品費 6,308千円 

 　　 合計 2,033,608千円 
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（関連当事者との取引関係）

当連結会計年度（自平成18年３月１日　至平成19年２月28日）

1.親会社及び法人主要株主等

属  性 会社の名称

議決権等の

所有・被

所有割合

関連当事者

との関係
取引の内容 取引金額 科  目 期末残高

親会社
イ オ ン

株式会社

被所有 商品の仕入
運用資産の取得

(注)
2,000,000

優先出資

証券参加権
2,000,000

直　接

69.3％
役員の受入

配当の受取

(注)
7,210 　　　　－ 　　　－ 

　（注）取引価格及び配当等の取引条件は、優先出資証券参加権の基礎となる優先出資証券の発行価額及び配当等の条件

に基づいて決定しております。

 

（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額      1,859円12銭

１株当たり当期純利益    148円57銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎

当連結会計年度
（自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日）

損益計算書上の当期純利益　　　　　　　(千円) 2,598,816

普通株主に帰属しない金額　　　　　　　(千円) －

普通株式に係る当期純利益　　　　　　　(千円) 2,598,816

普通株式の期中平均株式数　　　　　　　(千株) 17,492

（重要な後発事象）

 　　該当事項はありません。
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５．仕入及び売上の状況
(1）仕入実績

部門別

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日） 前事業年度比

（％）

金額（千円）
構成比
（％）

青果 10,626,211 13.9 －

鮮魚 6,938,619 9.1 －

精肉 5,844,222 7.7 －

フード 6,327,068 8.3 －

デイリー 17,905,219 23.5 －

グロッサリー 22,402,017 29.4 －

食品計 70,043,358 91.9 －

衣料 234,479 0.3 －

住居関連 5,585,338 7.3 －

ノンフーズ計 5,819,817 7.6 －

その他 375,407 0.5 －

合計 76,238,584 100.0 －

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．フードとは、惣菜・寿司・ベーカリー等、デイリーは日配品、グロッサリーは加工食品であります。

３．その他の仕入は、催事等に係る仕入及び他勘定振替高を含んでおります。
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(2）売上実績

部門別

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日） 前事業年度比

（％）

金額（千円）
構成比
（％）

青果 13,221,923 12.9 －

鮮魚 9,541,672 9.3 －

精肉 8,323,873 8.1 －

フード 11,709,689 11.4 －

デイリー 24,520,737 23.9 －

グロッサリー 27,592,021 26.9 －

食品計 94,909,917 92.5 －

衣料 339,352 0.3 －

住居関連 6,885,625 6.7 －

ノンフーズ計 7,224,977 7.0 －

その他 496,140 0.5 －

合計 102,631,035 100.0 －

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．その他の売上は、催事等の売上であります。

３．地区別の売上高実績及び構成比は、次のとおりであります。

当連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

期末
店舗数

売上高（千円） 構成比（％）

静岡県伊豆地区計 11 17,603,512 17.2

静岡県東部地区計 15 29,666,910 28.9

静岡県中部地区計 9 8,755,123 8.5

静岡県西部地区計 11 20,423,844 19.9

静岡県計 46 76,449,390 74.5

神奈川県計 8 19,232,836 18.7

愛知県計 2 2,963,241 2.9

山梨県計 2 3,863,491 3.8

本部等 － 122,074 0.1

合計 58 102,631,035 100.0
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