
－  － １

2007年 2月期                 決算短信（非連結）          ２００７年 ４月 ４日 

上 場 会 社 名        マックスバリュ東北株式会社                          上場取引所 東京証券取引所市場第２部 
コ ー ド 番 号          ２６５５                                            本社所在都道府県 秋田県 
（ＵＲＬ http://www.mv-tohoku.co.jp/）                      
代 表 者 役職名 代表取締役社長      氏名 反 田 悦 生 

問合せ先責任者 役職名 常務取締役経営管理本部長 氏名 松 岡 洋 幸             ＴＥＬ (０１８)８４７－０１１１ 

決算取締役会開催日 ２００７年 ４月 ４日                    

配当金支払開始予定日２００７年 ５月１０日                  定時株主総会開催日 ２００７年 ５月 ９日 

単元株制度採用の有無 有（１単元100株） 

親会社等の名称  イオン株式会社（コード番号：８２６７）              親会社等における当社の議決権所有比率６９．０８％ 

１． ２００７年２月期の業績（２００６年２月２１日～２００７年２月２０日） 

(1) 経営成績   (百万円未満切捨て)

 営業収益 営業利益 経常利益 

   百万円    ％ 百万円   ％      百万円     ％ 
2007年2月期 90,351 （  1.3） 1,384 （  24.4） 1,526 （  22.6） 
2006年2月期 89,162 （  2.2） 1,112 （  11.3） 1,245 （  6.3） 
 
 

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   265（ －  ） 22  14 －  － 4.5  5.6  1.7 
2006年2月期 △2,213（ －  ） △185  02 －  － △31.5  4.7  1.4 
 (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 2007年2月期  11,993,208株        2006年2月期  11,993,645株 
     ③会計処理の方法の変更 無 
     ④営業収益、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 

(2)財政状態                                       (百万円未満切捨て) 

 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 28,191 5,737 20.3 478 43 
2006年2月期 26,584 6,030 22.7 502 33 

(注)①期末発行済株式数   2007年2月期  11,993,100株      2006年2月期   11,993,400株 

    ②期末自己株式数   2007年2月期       6,900株      2006年2月期        6,600株 
(3)キャッシュ･フローの状況                                (百万円未満切捨て) 

 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 1,618 △2,338 446 1,049 
2006年2月期 △ 165 △2,689 2,790 1,322 
 
２．２００８年２月期の業績予想(２００７年２月２１日～２００８年２月２０日)         

 
営業収益 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

 

中 間 期 47,000 950 200 

通   期 93,000 1,800 300 
 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 25円01銭  
 

３．配当状況 

・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 第1四半期 中間期末 第3四半期 期末 その他 年間 

配当金総額 
(百万円） 

配当性向 
（％) 

純資産配
当率（％）

2006年2月期    ―       ―      ―    20    ― 20 239 ― 3.4

2007年2月期    ―       ―      ―    20    ― 20 239 90.4 4.1

2008年2月期（予想）    ―       ―      ―    20    ― 20  
※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後さま
ざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。 



＜添付資料＞ 

１.企業集団の状況 

当社は、親会社であるイオン株式会社を中心とする企業集団イオングループの中で、ス

ーパーマーケット事業を営む企業群の中に位置付けられており、食料品、日用雑貨品等の

販売を主力とした小売事業を営んでおります。 
当社は、イオン株式会社より商品の一部供給を受けているほか、電子計算処理業務等の

委託をしております。また、イオングループの企業に対して当社ショッピングセンター（Ｓ

Ｃ）の一部を賃貸する等の取引を行っております。 
当該事業に係る系統図は、次のとおりであります。 
 

お    客    さ    ま 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当 社

商品供給 

電子計算処理 
業務委託等 

ＳＣ内出店 

《ディベロッパー事業》 

ロック開発㈱ 

《専門店事業》 

㈱ニューステップ 

㈱未来屋書店等 

 

クレジット業務委託 

各種サービスの提供

包装資材等の供給

自動販売機の設置

《サービス事業》 

イオンクレジットサービス㈱ 

イオンディライト㈱ 

チェルト㈱等 

情報・物流シス
テム利用等 

《総合小売事業》 

イオン㈱ 

イ オ ン グ ル ー プ 企 業 

ＳＣ内出店 
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２.経  営  方  針 
 

１．会社の経営の基本方針 

当社は、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」という

イオンの基本理念と、「お客さまに喜んでいただけることなら何でもしよう」の行動指針の

もと、「地元の生活や文化に密着した売場づくりや品揃えの追求」、「全員参画による個店経

営の追求」、「笑顔と元気で東北ＮＯ.１を実現」、「チャレンジ精神あふれるオンリーワン店

舗づくりの追求」という経営方針を掲げ、「売場の元気」で真の「お客さま満足業」の実現

を目指しています。 

 

２．会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆さまへの安定した利益還元を継続して実施することを経営の重要政策

として位置づけ、内部留保の充実と財務体質の強化を勘案しつつ、株主の皆さまに長期的

かつ安定的な利益還元を心がけてまいりたいと考えております。 
なお内部留保金につきましては、店舗の新設及び増床・改装、経営体質の一層の充実を

図るためのインフラ整備（ＩＴ）等の投資及び将来への人材育成のための教育投資に活用

し、業容拡大と事業基盤の強化に努め、株主の皆さまのご期待に応えてまいります。 
 
３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要な課題と認識しており

ます。当社株式取得に必要な投資額を勘案し、投資家の皆さまに、より投資しやすい環境

を整えるために、2002 年６月 11 日より株式の売買単位を 1,000 株から 100 株に引き下げる

とともに 2003 年４月 10 日付をもって普通株式１株を 1.2 株に分割しました。当社の株主

数は、2006 年２月 3 日付をもってイオン株式会社の持株の一部 600,000 株を売出したこと

や、当社の株主優待券の利用対象店舗が全国のイオングループ各社が運営するジャスコや

マックスバリュの店舗に拡大したこと等により個人株主が大幅に増加し、2002 年２月期末

の 1,338 名から 2007 年２月期末では 8,716 名と約 6.5 倍に拡大しました。 

次期は個人投資家向けの企業説明会を実施する等「お客さま株主」の拡大に向けた取組

をさらに強化してまいります。 

  
４．目標とする経営指標 

中長期経営数値目標としましては、売上高営業利益率の他、ＲＯＡ（総資産当期純利益

率）、ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）を効率指標として重視しております。 

今後さらに指標改善に向け、収益力の一層の強化を図るとともに、商品回転率の向上等

にも取り組んでまいります。 
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５．中長期的な会社の経営戦略 

東北エリアＮＯ．１リージョナルチェーン構想を具現化するため、下記の諸施策に取り組

みます。 

① 出店エリアにおいて高密度なドミナント展開を推進 

② 積極的なスクラップ＆ビルド推進と単独店舗の商業集積化(NSC 化)及び店舗の大型化 

③ 生鮮３グループ及びデリカグループの強化、大型店の販売力向上等による営業力強化 

④ イオングループのスケールメリット活用による商品調達及び地場商品の拡販への取

組等による商品力強化 

⑤ ＩＴ活用等、効率的な店舗運営の仕組構築によるローコスト経営の推進 

⑥ マネジメント教育強化等による経営者や管理者の育成及び技術訓練の推進、フレック

ス社員（パートタイマー）や女性社員の幹部への登用 

⑦ キャッシュ・フロー重視の経営による財務基盤の強化 

⑧ コンプライアンス経営の推進 

⑨ 環境・社会貢献活動の推進 

 
６．会社の対処すべき課題 

まちづくり三法改正の流れや地方自治体による大型店出店規制強化、パートタイマーの

社員化や短時間労働者の社会保険加入等による人件費増加の動きなど、小売業をとりまく

環境は厳しさを増しております。 

こうした中で当社は、2007 年度のスローガンを 「お客さまにとって、当たり前のことが

当たり前にできるＤＮＡを確立しよう」と定め、次の施策に取り組んでまいります。 

①サービス向上と基本の徹底を推進します。 

 ・挨拶や身だしなみなど社内ルールの厳守を徹底するとともに、一層の法令順守に取り

組みます。 
 ・お客さま承りカードへの対応や温度管理表のチェックの強化など、基本的な事項につ

いて徹底を図ります。 
②競争に打ち勝つ現場力を構築します。 
 ・「毎日新鮮、いつでもお買い得」の実現を図ります。 
 ・生活カレンダー委員会のレベルアップや単品販売力の強化などにより、「力強い売場づ

くり」への取組を強化します。 
 ・商品開発力の強化やディスティネーションカテゴリーづくりに取り組み、「ワンランク

上の商品を売りこなす力」の強化を図ります。 
③高収益体質への変革を図ります。 
 ・売価変更ロス削減や在庫削減、イオングループ開発商品の「トップバリュ」の構成比

アップ、品揃えの統一などにより売上総利益率の改善をさらに進めます。 
・ローコストオペレーションの強化を図り、経費率の低減を進めます。 

 ・数値コントロール力を強化します。 
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④従業員満足と「人財」づくりに努めます。 
 ・小集団活動や草の根運動など自律的組織づくりに努めます。 
・マネジメント教育や技術訓練、技術検定などにより人材育成に取り組みます。 
・チェッカーコンクールや生鮮技術コンクールなど各種コンクールを積極的に実施しま

す。 
 ・コミュニティ社員制度やフレックス社員の資格認定など、フレックス社員新人事制度

の導入、浸透を図ります。 
 ・資格と職位の連動を図り、女性社員、フレックス社員の積極的な登用をさらに推進し

ます。 
⑤食品に関わる法令順守はもとより、コンプライアンス経営の徹底を図るため教育を強化

します。 
⑥環境保全・社会貢献活動及び地域貢献活動をさらに推進します。 
 
７．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、同社は当社の議決権を子会社を含めたグループ

で 69.08％（直接所有 67.38％）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」商品の供給を受けているほか、電子計算処理業務等の委託をしております。な

お取引条件は一般の取引先と同様に決定しており、他と区別しておりません。 

今後も、イオングループのスーパーマーケット事業の東北地区における中核企業として、

イオングループ全体の企業価値向上に寄与することを基本方針としております。 
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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 
設備投資の好調や雇用環境の改善等、景気は上昇基調で推移しておりますが、原油価格

高騰に加え、東北地区は個人消費の停滞や競争環境の激化、さらには記録的な暖冬等に伴

い、スーパーの売上既存比（東北経済産業局の東北大型小売店販売額統計）が伸び悩むな

ど、厳しい状況下にあります。 

 このような中、当社は 『「売場の元気」で真の「お客さま満足業」を実現しよう』 をス

ローガンとして、新規の出店並びに既存店の活性化（改装並びに増床等）に取り組んでま

いりました。 
当期新たに開設した店舗は 5 店舗で、2006 年 4 月に「十文字南店」（秋田県）、5 月に「青

田店」(山形県)、6 月に「大曲飯田店」(秋田県)、「三沢大町店」（青森県）、12 月に「樋の

口店」（青森県）であります。一方、閉鎖した店舗は 6 店舗であります。 
その結果、当期末の店舗数は、秋田県 40 店舗、山形県 30 店舗、青森県 24 店舗、岩手県

１店舗の 95 店舗となりました。 
営業面におきましては、生鮮３グループとデリカグループの構造改革や生活カレンダー

委員会を活用して一層の地元密着を図り、営業力と商品力の強化に努めるとともに、「お客

さまに喜んでいただけることなら何でもしよう」という行動指針のもと、フレンドリーで

思いやりのある接客応対に努めてまいりました。その結果、春先の天候不順などにより既

存店売上高は前年同期比 98.1%となりましたが、全店ベースでは 101.3%と前期実績をクリ

アすることができました。 

売上総利益面では、高い品質と低価格、高値入を実現した「トップバリュ」商品の拡販

に努めるとともに、値入率の改善、売価変更ロス率の削減、在庫の削減などに取り組んだ

結果、売上総利益率は前期の 23.2%から当期 23.8%へ 0.6 ポイントの改善をすることができ

ました。 
また、全社的な経費の削減に取り組み、販促費を前期比 99.7%に抑えることができたも

のの、原油の高騰に伴う電気料の大幅アップなど水道光熱費が増えたことや人件費の増加

などが影響し、販売費及び一般管理費計で売上比 24.5%となり前期の 24.1%から 0.4 ポイン

ト増加しました。 
 以上の結果、当期の業績は以下のとおりとなりました。経常利益段階では増収増益とな

り、当期純利益は前年の当期純損失から黒字転換し当期純利益を計上いたしました。 
     営業収益      903 億 51 百万円（対前期比 101.3％） 
     営業利益       13 億 84 百万円（対前期比 124.4％） 
     経常利益       15 億 26 百万円（対前期比 122.6％） 
     税引前当期純利益    7 億 61 百万円（前期は 30 億 36 百万円の税引前当期 

純損失） 
     当期純利益       2 億 65 百万円（前期は 22 億 13 百万円の当期純損失） 
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部門別の状況 
≪食品部門≫ 
食品部門では、生鮮３グループとデリカグループの強化に努めてまいりました。農産グ

ループでは物流センターに人員を配置して鮮度の向上を図るとともに、水産グループやデ

リカグループでは、でき立て商品の提供や地元の味噌に漬け込んだ漬魚コーナーなどの展

開に努めてまいりました。また加工食品グループやデイリーグループでは単品の販売力強

化に努め、スナック菓子やチューインガムの販売実績が全国屈指の成績となるなどの成果

を収めました。また県単位での品揃えの統一や値入率向上を目指した組織変更を行った結

果、下期になって値入率が前年より大きく改善した他、生鮮３グループ及びデリカグルー

プの在庫の大幅削減などにより売上総利益率の改善となりました。 
 また、イオングループ開発商品の「トップバリュ」は、安全・安心への配慮や多様化す

るお客さまニーズがより一層反映されており、お客さまにご支持いただける品目の増加も

あり、他社との差別化商品と位置づけ拡販に努めてまいりました。 
 その結果、当部門の売上高は 829 億 28 百万円（対前期比 101.3％）となりました。 
 
≪非食品部門≫ 

 非食品部門では、食品部門と同様に「トップバリュ」商品の拡販を行ってまいりました。 
また、カテゴリーごとに商品構成の見直しを続けた結果値入率を改善することができまし

たが、異業種との競争や暖冬の影響もあり厳しい状況が続いております。 
 その結果、当部門の売上高は 54 億 25 百万円（対前期比 100.5％）となりました。 
 
≪その他≫ 
不動産賃貸収入等は、19 億 97 百万円（対前期比 103.3％）となりました。 

 
（２）次期の見通し 
次期は、競争のさらなる激化など引き続き厳しい経営環境が予想されますが、そのよう

な中、当社は積極的な出店により、ドミナントエリアの拡大と密度を高めてまいります。 
3 月 21 日に開店したマックスバリュ南陽店（山形県南陽市）を皮切りに、上期に 3 店舗、

下期にも同程度の新規出店を行い、教育体制や支援体制の強化により新店の早期黒字化を

図ります。 
また、さらなる売上総利益率の改善と経費削減の取組により既存店の収益力強化を図る

とともに競争力ある大型店舗づくりとそれを支える管理者、部門責任者等の人材育成を強

化してまいります。 
以上により通期の見通しは、営業収益 930 億円（対前期比 102.9％）、経常利益 18 億円(対

前期比 118.0％)、当期純利益 3 億円（対前期比 113.0%）を計上する見込みです。 
なお、2007 年２月期の配当金につきましては、株主の皆さまへの安定した還元に努め、

1 株につき 20 円の配当をさせていただく予定であります 
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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、前期末に比べ２億 73 百万

円減少し、当期末の資金残高は、10 億 49 百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、16 億 18 百万円の収入（前期は１億 65 百万円の

支出）となりました。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）  
当期は５店舗の新規開設及び５店舗の改装を行い、その結果、投資活動による支出は 23

億 38 百万円（対前期比３億 50 百万円減少）となりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動による収入は、４億 46 百万円（対前期比 23 億 43 百万円減少）となりました。 

【キャッシュ・フロー指標の推移】 
 第 33 期 

2005 年 2 月期 
第 34 期 

2006 年 2 月期 
第 35 期 

2007 年 2 月期 
自己資本比率 29.8％ 22.7％ 20.3％ 
時価ベースの自己資本比率 42.8％ 46.0％ 43.3％ 
債務償還年数 1.0 年 ― 4.5 年 
インタレスト・カバレッジ・レシオ 61.6 ― 28.4 

自己資本比率：純資産／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 
※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出し 
ております。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しており、有利子負債は貸借対照

表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としております。 
 なお、第 34 期の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・

フローがマイナスのため記載しておりません。 
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３．事業等のリスク 

（１）出店計画 

 当社は、中長期計画による成長戦略を基本とし、店舗展開を青森県内、秋田県内及び山形

県内とし、その一層のドミナント化の推進による地盤強化を図る一方、隣接する岩手県への

出店を加速し、エリア拡大に向け取り組んでおります。 

 今後、中長期計画による成長戦略での出店計画が出店予定地の選定、出店条件、事前立地

調査、投資回収期間や予想利益等の一定条件を満たさない場合には、一部変更されることも

あり、計画の進捗状況により、経営計画の変更、先行して進められる年度新規学卒者の採用

計画、先行投資費用の処理等により業績に影響を与える可能性があります。 

 （２）法的規制・品質管理 

 当社の取り扱う商品・サービスの提供にあたっては、販売時や媒体掲載時の表示等につい

て景品表示法やＪＡＳ法による法的な定めがあります。また商品仕入れについては独占禁止

法、下請法等の規制により、取引先との公正な取引が強く要請されています。その他、顧客

情報等の取扱いに伴う個人情報保護法の適用、新規出店・増床計画、営業時間延長等に対す

る大規模小売店舗立地法による規制や環境・リサイクル関連法の適用を受けるなど、コンプ

ライアンス順守に立脚した経営が求められています。 

 当社では、内部統制システムを構築し、法令順守の重要性や内部牽制手続について教育を

徹底し、一人ひとりの日常行動の基本的な考え方や、判断基準を定めたイオン行動規範に基

づき行動を行います。 

 しかしながら、このように社内管理・内部統制システムの構築と強化に努めるにもかかわ

らず、社会環境の複雑化に伴い、防ぎきれない巧妙な違法行為、取引先などの原因を起因と

する場合の違反事項の防止等がかなわない可能性もあり、これらに対する監督官庁からの違

法性の指摘から営業活動への影響、損害賠償の発生のおそれもあり、業績に影響を与える可

能性があります。 

また、 近では地方自治体における大型小売店舗の郊外出店を規制する条例の制定や、大

規模小売店舗立地法の改正の動きもあり、これらを含めた法的規制の変更・規制強化が行わ

れた場合、変更・規制強化への対応により、業績に影響を与える可能性があります。 

（３）個人情報保護 

 当社は、「お中元ギフト申込みデータ」など５種類の申込みデータの個人情報を多数保

有しており、これらのデータはコンピュータで管理しております。 

 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、コンピュータシス

テムの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する可能性があり、

その場合、当社の社会的信用を失うとともに、企業イメージを損ない、売上の減少、損害

賠償の発生など業績に影響を与える可能性があります。 

（４）外的要因 

 当社が主として取り扱う商品は食品が中心であり、これらの商品調達は国内外に及んでお
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ります。これらの地域での天候、自然災害、紛争、同業他社のみならず異業種間との競争や

不安定な社会情勢を起因とする流通不安で商品市場での価格高騰、商品供給不足と流通問題、

またＢＳＥ(狂牛病)や鳥インフルエンザの発生、野菜の残留農薬、産地表示の偽装、豪雪等

の異常気象等の要因により売上高の大きな減少につながり、業績に影響を与える可能性があ

ります。 

（５）固定資産の減損会計について 

固定資産の減損会計については 2005 年４月１日以降開始する事業年度から適用が強制さ

れましたが、当社では 2006 年２月期より早期適用を行うこととし、店舗の建物、構築物な

どを中心に減損を行いました。 
 今後は当社の店舗商圏内に同業他社の大型店が出店するなど、経営環境が著しく変化す

る場合には、減損損失が発生し業績に影響を与える可能性があります。 
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【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（2006年２月20日） 
当事業年度 

（2007年２月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  1,322,964  1,049,171

２．売掛金  359,904  394,533

３．商品  2,313,589  2,109,165

４．貯蔵品  20,171  20,122

５．前払費用  83,331  83,142

６．繰延税金資産  160,385  158,085

７．未収入金  529,415  649,770

８．その他  248,500  207,562

貸倒引当金  △2,638  △2,299

流動資産合計  5,035,623 18.9  4,669,254 16.6

Ⅱ 固定資産   

（１）有形固定資産   

１．建物  13,719,346 14,442,809 

減価償却累計額  6,307,767 7,411,578 6,607,603 7,835,205

２．構築物  2,511,212 2,737,249 

減価償却累計額  1,379,943 1,131,268 1,459,008 1,278,241

３．車両運搬具  6,027 － 

減価償却累計額  6,027 － － －

４．器具備品  847,505 871,103 

減価償却累計額  559,580 287,924 585,319 285,784

５．土地  5,336,793  5,641,469

６．建設仮勘定  479,912  1,776,616

有形固定資産合計  14,647,477
55.1

 16,817,317
59.6

（２）無形固定資産   

１．ソフトウェア   

２. その他  

8,634

37,590  

6,854

37,573

無形固定資産合計  46,225 0.2  44,427 0.2
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前事業年度 

（2006年２月20日） 
当事業年度 

（2007年２月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（３）投資その他の資産   

１．投資有価証券  3,064,803  2,501,953

２．出資金  4,000  3,998

３．長期前払費用  769,226  756,741

４．繰延税金資産  528,093  894,650

５．差入保証金 ※１ 2,336,488  2,252,471

６．その他  152,451  250,972

投資その他の資産 
合計 

 6,855,064 25.8  6,660,787 23.6

固定資産合計  21,548,767 81.1  23,522,532 83.4

資産合計  26,584,391 100.0  28,191,787 100.0

   

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金 ※４ 7,084,610  6,797,664

２．短期借入金  1,715,000  2,700,000

３．一年以内返済予定長期
借入金 

 1,728,800  1,005,600

４．未払金 ※４ 966,570  914,031

５．未払費用  1,141,892  1,113,103

６．未払法人税等  246,270  353,298

７．未払消費税等  146,089  113,824

８．預り金  235,991  235,871

９．賞与引当金  89,697  132,063

10．役員賞与引当金  －  8,025

11．閉店損失引当金  －  31,677

12. 設備支払手形  577,715  2,027,730

13．その他  297,247  287,952

流動負債合計  14,229,885 53.5  15,720,843 55.8
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前事業年度 

（2006年２月20日） 
当事業年度 

（2007年２月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  3,089,000  3,514,200

２．退職給付引当金  130,514  247,680

３．役員退職慰労引当金  64,076  73,858

４．閉店損失引当金  43,700  43,700

５．預り保証金  2,057,426  2,048,053

６．リース資産減損勘定  832,715  735,573

７．その他 ※４ 106,761  69,991

固定負債合計  6,324,194 23.8  6,733,057 23.9

負債合計  20,554,080 77.3  22,453,901 79.7

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※２ 1,335,000 5.0  － －

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  1,812,645  －

資本剰余金合計  1,812,645 6.8  － －

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  338,521  －

２．任意積立金   

(1）固定資産圧縮積立金  151,315 － 

(2）別途積立金  2,950,000 3,101,315 －  －

３．当期未処分利益又は当期
未処理損失（△） 

 △1,824,761  －

利益剰余金合計  1,615,075 6.1       － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 1,273,844 4.8  － －

Ⅴ 自己株式 ※３ △6,254 △0.0  － －

資本合計  6,030,310 22.7  － －

負債・資本合計  26,584,391 100.0  － －
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前事業年度 

（2006年２月20日） 
当事業年度 

（2007年２月20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 － － 1,335,000 4.7

２．資本剰余金 

  (1) 資本準備金 － 1,812,645 

   資本剰余金合計 － － 1,812,645 6.4

３．利益剰余金 

   (1) 利益準備金 － 338,521 

(2) その他利益剰余金 

     固定資産圧縮積立金 － 144,668 

別途積立金 － 550,000 

繰越利益剰余金 － 601,849 

    利益剰余金合計 － － 1,635,038 5.8

４．自己株式 － － △6,559 △0.0

株主資本合計 － － 4,776,124 16.9

Ⅱ 評価・換算差額等 

１．その他有価証券評価差額金 － － 961,761 3.4

評価・換算差額等合計 － － 961,761 3.4

純資産合計 － － 5,737,886 20.3

負債純資産合計 － － 28,191,787 100.0
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②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  87,228,893 100.0  88,353,980 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．商品期首たな卸高  2,159,172 2,313,589 

２．当期商品仕入高  67,201,071 67,193,273 

合計  69,360,243 69,506,862 

３．他勘定振替高 ※１ 38,477 44,681 

４．商品期末たな卸高  2,313,589 67,008,176 76.8 2,109,165 67,353,016 76.2

売上総利益  20,220,717 23.2  21,000,964 23.8

Ⅲ その他営業収入   

１．不動産賃貸収入  1,570,256 1,645,831 

２．販売受入手数料  363,131 1,933,387 2.2 351,662 1,997,493 2.2

営業総利益  22,154,105 25.4  22,998,457 26.0

Ⅳ 販売費及び一般管理費   

１．広告宣伝費  749,882 712,433 

２．貸倒引当金繰入額  1,721 － 

３．役員報酬・給与賞与  8,533,896 8,815,313 

４．賞与引当金繰入額  89,697 132,063 

５．役員賞与引当金繰入額  － 8,025 

６．退職給付費用  181,792 196,764 

７．役員退職慰労引当金繰入額  13,010 12,472 

８．法定福利厚生費  1,185,882 1,255,982 

９．通信交通費  266,469 279,261 

10．水道光熱費  2,185,294 2,308,411 

11．備品消耗品費  1,088,435 1,164,919 

12．地代家賃  2,427,008 2,450,958 

13．リース料  934,463 983,830 

14．修繕維持費  1,462,917 1,429,079 

15．減価償却費  1,029,243 1,012,613 

16．租税公課  281,493 273,983 

17．その他  609,907 21,041,118 24.1 577,531 21,613,642 24.4

営業利益  1,112,986 1.3  1,384,814 1.6
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前事業年度 

（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅴ 営業外収益   

１．受取利息  6,165 5,691 

２．受取配当金  30,978 36,805 

３．債務勘定整理益  77,293 39,785 

４．テナント解約違約金受入益  11,140 3,712 

５．出店協力金受贈益  5,625 20,788 

６．補助金収入  45,880 96,549 

７．その他  20,192 197,276 0.2 9,268 212,600 0.2

Ⅵ 営業外費用   

１．支払利息  56,978 64,360 

２．その他  8,001 64,979 0.1 6,158 70,518 0.1

経常利益  1,245,283 1.4  1,526,896 1.7

Ⅶ 特別利益   

１．固定資産売却益 ※２ 1,000 1,876 

２．投資有価証券売却益  － 60,000 

３．前期損益修正益  － 17,567 

４．貸倒引当金戻入益  － 338 

５．その他  － 1,000 0.0 4,538 84,320 0.1
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前事業年度 

（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅷ 特別損失   

１．固定資産除売却損 ※３ 84,351  17,421 

２．店舗閉店関連損失  150,897 57,681 

３．減損損失 ※４ 3,908,190 704,830 

４．閉店損失引当金繰入額  43,700 31,677 

５．その他  95,188 4,282,328 4.9 37,754 849,365 0.9

税引前当期純利益又は税
引前当期純損失（△） 

 △3,036,044 △3.5  761,852 0.9

法人税、住民税及び事業税  288,459 495,037 

過年度法人税等  － 117,823 

法人税等調整額  △1,111,050 △822,590 △1.0 △116,489 496,370 0.6

当期純利益又は当期純損
失（△） 

 △2,213,453 △2.5  265,481 0.3

前期繰越利益  388,692  －

当期未処理損失（△）  △1,824,761  －

   

 

－  － 
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 ③【株主資本等変動計算書】        

当事業年度（2006 年２月 21 日から 2007 年２月 20 日まで）   （単位:千円） 

株主資本 

 資本剰余金 利益剰余金    

       その他利益剰余金  

資本金     
自己株式 株主資本

合計 

  
利益剰余

金合計     

  

  

資本準備

金 
資本剰余

金合計 
利益準

備金 
固定資

産圧縮

積立金 
別途積立金 繰越利益剰

余金       

2006 年２月 20 日残高 1,335,000 1,812,645 1,812,645 338,521 151,315 2,950,000 △1,824,761 1,615,075 △6,254 4,756,466 

事業年度中の変動額     

 固定資産圧縮積立金

の取崩（注）   △6,647 6,647 ―  ― 

別途積立金の取崩   △2,400,000 2,400,000 ―  ― 

 剰余金の配当   △239,868 △239,868 △239,868 

 利益処分による役員

賞与   △5,650 △5,650 △5,650 

 当期純利益   265,481 265,481 265,481

 自己株式の取得     △304 △304

 株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額） 
    

 事業年度中の変動額

合計 ― ― ― ― △6,647 △2,400,000 2,426,610 
 

19,963 
 

△304 19,658 

2007 年２月 20 日残高 1,335,000 1,812,645 1,812,645 338,521 144,668 550,000 △6,559 4,776,124601,849 1,635,038 

 

評価･換算差額等 

  その他有価

証券評価差

額金 

評価・換算

差額等合計 
純資産合計 

2006 年２月 20 日残高 1,273,844 1,273,844 6,030,310 

事業年度中の変動額       

 固定資産圧縮積立金

の取崩（注）     ― 

別途積立金の取崩     ― 

 剰余金の配当     △239,868 

 利益処分による役員

賞与     △5,650 

 当期純利益     265,481 

 自己株式の取得     △304

 株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額） 
△312,083 △312,083 △312,083 

 事業年度中の変動額

合計 △312,083 △312,083 △292,425 

2007 年２月 20 日残高 961,761 961,761  5,737,886 

 （注）固定資産圧縮積立金の取崩項目は次の通りです。 

        ①2006 年 5 月 10 日定時株主総会決議に基づく固定資産圧縮積立金の取崩額 3,323 千円                         

     ②等事業年度に係る固定資産圧縮積立金の取崩額             3,323千円 

－  － 
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④【キャッシュ・フロー計算書】 

  
前事業年度 

（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△） 

 △3,036,044 761,852 

減価償却費  1,029,243 1,012,613 

減損損失  2,557,556 591,247 

貸倒引当金の増加額又
は減少額（△） 

 1,014 △338 

賞与引当金の増加額又
は減少額（△） 

 △5,117 42,365 

役員賞与引当金の増加
額 

 － 8,025 

閉店損失引当金の増加
額 

 43,700 31,677 

退職給付引当金の増加
額 

 106,225 117,165 

役員退職慰労引当金の
増加額 

 12,650 9,782 

受取利息及び受取配当
金 

 △37,144 △42,496 

支払利息  56,978 64,360 

有形固定資産売却益  △1,000 △1,876 

有形固定資産除売却損  78,171 16,707 

投資有価証券売却益  － △60,000 

その他の収益  △36,958 △131,667 

その他の費用  155,550 36,299 

売上債権の増加額  △36,125 △34,628 

たな卸資産の増加額
（△）又は減少額 

 △155,752 204,473 

仕入債務の減少額（△）  △1,804,988 △286,946 

未払金の増加額又は減
少額（△） 

 32,656 △34,297 

未払消費税等の増加額
又は減少額（△） 

 26,889 △32,264 

その他債権の増加額  65,995 7,598 

その他債務の増加額又
は減少額（△） 

 1,083,053 △206,357 

小計  136,553 2,073,295 

 

－  － 
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前事業年度 

（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受取
額 

 35,067 37,695 

利息の支払額  △52,564 △57,028 

その他の営業活動によ
る収入 

 25,817 131,667 

その他の営業活動によ
る支出 

 △155,820 △20,004 

法人税等の支払額  △154,851 △547,413 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △165,798 1,618,211 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △2,697,739 △2,258,379 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 121,182 93,867 

投資有価証券売却によ
る収入 

 － 63,000 

差入保証金の預入によ
る支出 

 △14,002 △176,824 

差入保証金の回収によ
る収入 

 224,472 120,511 

預り保証金の受入によ
る収入 

 141,525 121,791 

預り保証金の返済によ
る支出 

 △139,749 △123,967 

その他の投資活動によ
る支出 

 △325,038 △178,829 

その他投資活動による
収入 

 99 － 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △2,689,249 △2,338,830 

 

－  － 
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前事業年度 
  （2005年２月21日から 

2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の純増加額  535,000 985,000 

長期借入金による収入  4,000,000 1,500,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △1,504,200 △1,798,000 

配当金の支払額  △239,876 △239,868 

その他の財務活動によ
る支出 

 △446 △304 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 2,790,476 446,827 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減
少額 

 △64,571 △273,792 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 1,387,535 1,322,964 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※１ 1,322,964 1,049,171 

    

 

－  － 
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⑤【利益処分計算書】 

前事業年度 

（株主総会承認日     

2006 年５月 10 日） 

注記 
区分 

番号 
金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失（△）   
△1,824,761

Ⅱ 任意積立金取崩額   

 １.固定資産圧縮積立金取崩額   3,323   
 ２.別途積立金取崩額   2,400,000 2,403,323

合計   578,562

Ⅲ 利益処分額   

１．配当金   239,868

２．役員賞与金   5,650

（取締役賞与金）   (5,650) 245,518

Ⅳ 次期繰越利益   333,044

    

 （注） 固定資産圧縮積立金取崩額は、租税特別措置法の規定に基づくもので 

あります。 

     

－  － 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

(1）その他有価証券 (1）その他有価証券 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 ・時価のあるもの ・時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定） 

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 ・時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法 ────── 

(1）商品 (1）商品 ３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  「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 

同左 

 (2）貯蔵品 (2）貯蔵品 

 終仕入原価法 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法  経済的耐用年数に基づく定額法 

 各資産別の経済的耐用年数として以

下の年数を採用しております。 

 経済的耐用年数に基づく定額法 

 各資産別の経済的耐用年数として以

下の年数を採用しております。 

 
 
建物  

（営業店舗） 20年～39年 

（事務所） 38年～50年 

（建物附属設備） ３年～18年 

構築物 ５年～39年 

車両運搬具 ４年～６年 

器具備品 ２年～20年 
  

 
建物  

（営業店舗） 20年～39年 

（事務所） 38年～50年 

（建物附属設備） ３年～18年 

構築物 ５年～39年 

器具備品 ２年～20年 
  

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法 

 なお、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 

同左 

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

 借地権……借地上の店舗の賃借契約

期間に基づく定額法 

借地権…… 同左 

 その他……定額法（償却年数は主と

して５年） 

その他…… 同左 

 

－  － 
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前事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
項目 （2006年２月21日から 

2007年２月20日まで） 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  売上債権等の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当事業年度に負担す

る金額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

 (3)        ────── (3）役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞与の支給

に備えるため、支給見込額のうち当

事業年度に負担する金額を計上して

おります。 

 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業

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事業年度末におい

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、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

翌事業年度から費用処理することとして

おります。 

同左  

 (5）役員退職慰労引当金 (5）役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

同左 

 (6）閉店損失引当金 (6）閉店損失引当金 

  店舗閉店に伴い発生する損失に備える

ため、店舗閉店により合理的に見込まれる

中途解約違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。 

同左 

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。 

同左 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  当社の行っている金利スワップ取引は、

金利スワップの特例処理の要件を満たす

ものであり、特例処理によっております。

────── 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (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 

────── 

 

－  － 
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項目 
前事業年度 

（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  変動金利借入金に係る金利変動リスク

の回避を目的としております。 

────── 

 (4）ヘッジ有効性の評価方法 (4）ヘッジ有効性の評価方法 

  金利スワップの特例処理の要件を満た

すものであり、ヘッジ手段及びヘッジ対象

に関する重要な条件が同一のため、ヘッジ

有効性の事後検証は省略しております。 

────── 

８．キャッシュ・フロー計

算書における資金の

範囲 

 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ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資としております。

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ９．その他財務諸表作成の

ための基本となる重

要な事項 

 税抜方式を採用しております。 同左 

 
会計方針の変更 

前事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

（固定資産の減損に係る会計基準）  

──────  「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号

平成15年10月31日）が2004年３月31日以降に終了する事

業年度に係る財務諸表から適用できることとなったこ

とに伴い、当事業年度から同会計基準及び同適用指針を

適用しております。 

これにより従来と比較して、営業利益及び経常利益は

それぞれ446,890千円増加し、税引前当期純損失は

3,326,107千円増加しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等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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前事業年度 当事業年度 

（2005年２月21日から （2006年２月21日から 

  2006年２月20日まで） 2007年2月20日まで） 

 

────── 

 

（配送代行手数料の会計処理） 

従来、仕入先に代わって当社が配送センターから各

店舗まで商品配送を代行することに伴う受取配送代

行手数料は、その原価相当額（商品の配送運賃等）を

控除した金額で「販売受入手数料」に計上しておりま

したが、当事業年度から「当期商品仕入高」の控除項

目として計上する方法に変更いたしました。 

この変更は、従来、配送センターは当社で運営して

おりましたが、前事業年度の下期から順次、配送セン

ターの運営がイオン㈱に移管され、当事業年度はすべ

てイオン㈱にて運営されており、配送センター業務が

当社の業務ではなくなったことから、これに関連する

損益は商品仕入に付随するものと位置付け、親会社で

あるイオン㈱の食品部門における会計処理と同様の

方法に変更することにより、売上総利益及び営業総利

益をより的確に開示するためのものであります。 

この変更により、従来の方法と比較して「当期商品

仕入高」及び「販売受入手数料」がそれぞれ344,072

千円減少し、「売上総利益」は同額増加しております

が、「営業総利益」への影響はありません。 

 

 

────── 

 

 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度より、「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）を適用してお

ります。 

 これにより、従来の方法と比較して、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ8,025千円

減少しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） ────── 

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成17年12月9日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、純資産の

部の合計金額と同額であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

－  － 
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表示方法の変更 

前事業年度 
（2005年２月21日から 

2006年２月20日まで) 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

(貸借対照表) 

従来、ソフトウェアは「無形固定資産」の「その他」

に含めておりましたが、当事業年度から区分掲記してお

ります（前事業年度末10,836千円）。 

────── 

 

 
 追加情報 

 前事業年度  当事業年度 
（2005年２月21日から （2006年２月21日から 

  2006年２月20日まで）   2007年２月20日まで） 

────── （外形標準課税） 

「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2003年３月31日に公布され、2004年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当事業年度から「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）に基づき、

法人事業税の付加価値割及び資本割の合計額44,414

千円を販売費及び一般管理費として計上しておりま

す。 

 

 
注記事項 

（貸借対照表関係） 
前事業年度 当事業年度 

（2006 年２月 20 日） （2007 年２月 20 日） 

※１ 担保提供資産 ※１ 担保提供資産及び対応する債務 

差入保証金 25,000 千円 差入保証金 25,000 千円 

（株）ダイハンの不動産賃借債務の担保に供して 株式会社ダイハンの不動産賃借債務の担保に供して

いるものであります。 いるものであります。 

※２ 会社が発行する株式

の総数 

普通株式 48,000 千株 ※２    

発行済株式総数 普通株式 12,000 千株   

    

※３ 所有する自己株式数 普通株式    6,600 株 ※３  

    

※４ 関係会社に対する主な負債 ※４ 関係会社に対する主な負債 

買掛金 195,889 千円 買掛金 199,405 千円

未払金 375,438 千円 未払金 370,220 千円

固定負債その他 70,658 千円  

    

５ 配当制限 ５ 配当制限 

 商法施行規則第 124 条第３号に規定する、資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は 1,273,844 千円

であります。 

────── 

－  － 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

※１ 他勘定振替高の主な内容 ※１ 他勘定振替高の主な内容 
 

販売費及び一般管理費振替高 
 

38,477千円
  

販売費及び一般管理費振替高 44,681千円
  

※２ 固定資産売却益の主な内容 ※２ 固定資産売却益の主な内容 

 山形県西村山郡朝日町の建物を売却したことによ

るものです。 

 山形県西村山郡大江町と秋田県仙北郡美郷町の建

物、器具備品を売却したことによるものです。 

内訳は次のとおりであります。 

建物      1,476 千円

器具備品 400 千円

   合計 1,876 千円
 

※３ 固定資産除売却損の主な内容 ※３ 固定資産除却損の主な内容 

 固定資産の除却損は店舗改装等によるものであり、

内訳は次のとおりであります。 

 固定資産の除却損は店舗改装等によるものであり、

内訳は次のとおりであります。 
 

建物 12,400 千円

構築物 540 千円

器具備品 3,766 千円

長期前払費用 714 千円

合計 17,421 千円

 

 

 

 

 

 

  
※４ 減損損失 
  当事業年度において、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。 
  (1)減損損失を認識した資産グループの概要 

 

用途 種類 場所 
店舗等の

数 

金額 

（千円） 

店舗
土地及び建

物等 

青森県 

(弘前市他) 
2 115,499

店舗

等 

土地及び建

物等 

秋田県 

(大館市他) 
8 512,205

店舗

等 

土地及び建

物等 

山形県 

(山形市他) 
3 77,125

合計   13 704,830
 

 
建物 56,888 千円

器具備品 1,501 千円

無形固定資産その他 166 千円

長期前払費用 5,815 千円

合計 64,371 千円

 

固定資産の売却損は山形県酒田市の物件を売却

したことによるものであります。 

建物 17,569 千円

構築物 2,212 千円

長期前払費用 197 千円

合計 19,979 千円

 
※４ 減損損失 
  当事業年度において、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。 
  (1)減損損失を認識した資産グループの概要 

 

用途 種類 場所 
店舗等の

数 

金額 

（千円） 

店舗 
土地及び建

物等 

青森県 

(青森市他) 
7 1,338,175

店舗

等 

土地及び建

物等 

秋田県 

(大館市他) 
12 1,451,965

店舗

等 

土地及び建

物等 

山形県 

(村山市他) 
14 1,118,050

合計   33 3,908,190 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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前事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

 

(2)減損損失の認識に至った経緯  (2)減損損失の認識に至った経緯  

店舗の活動及び賃貸用不動産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

である資産グループ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。 

 

店舗の活動及び賃貸用不動産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

である資産グループ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。 

 

(3)減損損失の金額 (3)減損損失の金額 

種類 金額（千円） 

建物  448,882 

構築物   65,543 

器具備品   24,392 

リース資産 113,582 

その他（注）     52,428 

合計   704,830 

（注）その他には、建設仮勘定、無形固定資産及び 

長期前払費用を含んでおります。 

 
  

種類 金額（千円） 

建物  1,797,945

構築物  238,451

器具備品  27,596

土地  396,076

リース資産 1,350,633

その他（注）     97,487

合計  3,908,190

（注）その他には無形固定資産及び長期前払費用を含

んでおります。 

 

(4)資産のグルーピング方法 (4)資産のグルーピング方法  
当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位と

して、店舗を基礎としてグルーピングしております。

また、賃貸用不動産については個別の物件毎にグルー

ピングしております。 

 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位と

して、店舗を基礎としてグルーピングしております。

また、賃貸用不動産については個別の物件毎にグルー

ピングしております。 

 

 

(5)回収可能価額の算定方法 

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等を基に算定した金額により 

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4.2％で割り引いて算定しております。 
 

(5)回収可能価額の算定方法 

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等を基に算定した金額により 

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9.4％で割り引いて算定しております。 

 

 

－  － 
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（株主資本等変動計算書関係） 
 

当事業年度（2006 年２月 21 日から 2007 年２月 20 日まで） 
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 

 前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度 
増加株式数（株） 

当事業年度 
減少株式数（株） 

当事業年度 
株式数（株） 

発行済株式     
 普通株式 12,000,000 ― ― 12,000,000 

合 計 12,000,000 ― ― 12,000,000 
自己株式     
 普通株式 （注） 6,600 300 ― 6,900 

合 計 6,600 ― 6,900 300 
（注）普通株式の自己株式は、単元未満株式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。 
 
３．配当に関する事項 
  (1) 当事業年度中に行った配当金支払額 

株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たりの 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 決議 

2006年５月10日 
定時株主総会 

普通株式 239,868 20 2006年２月20日 2006年５月11日 

 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たりの 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 株式の種類 

2007年５月９日 
239,862 利益剰余金 20 2007年２月20日 2007年５月10日普通株式 

定時株主総会 
 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（2005年２月21日から 

当事業年度 
（2006年２月21日から 

2006年２月20日まで） 2007年２月20日まで） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

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貸借対照表に掲 

記されている科目の金額との関係 

（2006年２月20日現在） （2007年２月20日現在） 
現金及び預金 1,322,964千円

現金及び現金同等物 1,322,964千円
  

 
現金及び預金 1,049,171千円

現金及び現金同等物 1,049,171千円
  

 

－  － 
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（リース取引関係） 
前事業年度 

（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

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 

(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 

減価償却

累計額相

当額 

減損損失

累計額相

当額 

期末残高相

当額   

（千円） （千円） （千円） （千円） 

建
物 

3,920,419 1,222,366 942,399 1,755,654

器
具
備
品

5,148,809 2,243,064 408,234 2,497,510

そ
の
他

70,071 65,366 － 4,704

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 

期末残高相

当額  

（千円） （千円） （千円） （千円） 

建
物 

3,920,419 1,296,383 942,399 1,681,636

器
具
備
品

5,107,757 2,464,628 484,977 2,158,151

そ
の
他

5,428 1,809 － 3,618

(2）未経過リース料期末残高相当額等 (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 1,155,733 千円 

 １年超 4,628,418 千円 

 計 5,78,152 千円 

リース資産減損勘定の残高 1,040,746 千円  

 
１年内 1,160,704 千円 

１年超 4,026,450 千円 

計 5,187,155 千円 

リース資産減損勘定の残高 927,113 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 

(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 1,428,522千円

リース資産減損勘定の 

取崩額 

減価償却費相当額 

309,887千円

 

848,419千円

支払利息相当額 231,544千円

減損損失 1,350,633千円
  

 
支払リース料 1,405,537千円

リース資産減損勘定の 

取崩額 

減価償却費相当額 

227,215千円

983,618千円

支払利息相当額 208,677千円

減損損失 113,582千円
  
(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、残存価格を零とする 

   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格相当額との 

   差額を利息相当額とし、各期への配分方法について 

同左 

   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 ２．オペレーティング・リース取引 

(1）賃借物件 (1）賃借物件 

未経過リース料 未経過リース料  
１年内 731,738千円

１年超 2,825,293千円

計 3,557,032千円
  

 
１年内 672,349千円

１年超 2,344,754千円

計 3,017,104千円
  

－  － 
 
 

31 



（有価証券関係） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度（2006年２月20日） 当事業年度（2007年２月20日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円）

差額 
（千円）

取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円） 

差額 
（千円）

(1）株式 711,853 2,847,338 2,135,485 806,253 2,376,578 1,570,324

(2）債券 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの 

小計 711,853 2,847,338 2,135,485 806,253 2,376,578 1,570,324

(1）株式 94,400 89,090 △5,310 ― ― ―

(2）債券 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ― 

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの 

小計 94,400 89,090 △5,310 ― ― ―

合計 806,253 2,936,428 2,130,175 806,253 2,376,578 1,570,324

 
 

２．前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 
前事業年度 

（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

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）

― ― ― 63,000 60,000 ―

 
 
３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

前事業年度（2006年２月20日） 当事業年度（2007年２月20日） 
種類 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 
 

128,375 125,375 

 

－  － 
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（デリバティブ取引関係） 
１．取引の状況に関する事項 

前事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

 当社は金利スワップ取引を利用しております。 ────── 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

 当社は、通常業務を遂行する上で必要となる資金需

要を踏まえ、その範囲内でデリバティブ取引を利用し

ており、したがって投機的な取引は一切行わない方針

であります。 

────── 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

当社は変動金利借入に係る資金調達コストの低減

及び安定化を図り、金利変動リスクを減少させるため

に金利スワップ取引を利用しております。 

────── 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 当社の行っている金利スワップ取引は、金利スワ

ップの特例処理の要件を満たすものであり、特例処

理によっております。 

────── 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 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 

③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

 変動金利借入金に係る金利変動リスクの回避を目

的としております。 

────── 

④ ヘッジ有効性の評価方法 ④ ヘッジ有効性の評価方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満たすものであ

り、ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件

が同一のため、ヘッジ有効性の事後検証は省略して

おります。 

────── 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

 当社が行っている金利スワップ取引は市場金利の変

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相手は信用度

の高い国内金融機関であり、取引相手の債務不履行に

よるリスクは極めて少ないと認識しております 

(5）取引に係るリスク管理体制 (5）取引に係るリスク管理体制 

 当社では、デリバティブ取引は社内規定にしたがっ

た承認を受けた後、財務課にて実行及び管理を実施し

ております。また、残存取引内容及び含み損益状況を

定期的に経営管理本部長に報告しております。 

────── 
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２．取引の時価等に関する事項 
 前事業年度（2005 年２月 21 日から 2006 年２月 20 日まで） 
  ヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。 
 
当事業年度（2006 年２月 21 日から 2007 年２月 20 日まで） 
期末残高がないため、該当事項はありません。. 

 
（退職給付関係） 

前事業年度 
（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、親会社であるイオン株式会社及び同社の主要

国内関係会社で設立している確定給付型の企業年金基

金制度並びに確定拠出年金制度及び退職金前払制度を

設けております。 

 

 当社は、親会社であるイオン株式会社及び同社の主要

国内関係会社で設立している確定給付型の企業年金基

金制度並びに確定拠出年金制度及び退職金前払制度を

設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 
 

退職給付債務 △1,770,225千円

年金資産 1,121,024千円

未積立退職給付債務 △649,200千円

未認識数理計算上の差異 518,685千円

退職給付引当金 △130,514千円
  

 
退職給付債務 △1,658,961千円

年金資産 1,059,019千円

未積立退職給付債務 △599,942千円

未認識数理計算上の差異 352,261千円

退職給付引当金 △247,680千円
  

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項  
勤務費用 60,509千円

利息費用 35,665千円

期待運用収益 △20,090千円

数理計算上の差異の費用処理額 58,283千円

その他（注） 47,424千円

退職給付費用 181,792千円

  
  

 
勤務費用 57,120千円

利息費用 42,485千円

期待運用収益 △25,895千円

数理計算上の差異の費用処理額 72,826千円

その他（注） 50,227千円

退職給付費用 196,764千円

  
  

 （注）確定拠出年金の掛金支払額及び退職金前払 

    制度による従業員に対する前払退職金支給 

    額であります。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
割引率   2.40％ 

期待運用収益率   1.95％ 

退職給付見込額の期間配
分方法 

期間定額基準 

数理計算上の差異の処理
年数 

発生翌事業年度より10年

  

 （注）確定拠出年金の掛金支払額及び退職金前払 

    制度による従業員に対する前払退職金支給 

    額であります。 

 
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
割引率   2.40％ 

期待運用収益率   2.31％ 

退職給付見込額の期間配
分方法 

期間定額基準 

数理計算上の差異の処理
年数 

発生翌事業年度より10年
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（税効果会計関係） 
前事業年度 

（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(1）流動の部 (1）流動の部 

    

繰延税金資産 繰延税金資産 

未払費用 89,694 千円 未払費用 70,814 千円

未払事業税 29,351 千円 未払事業税 29,924 千円

賞与引当金 36,058 千円 賞与引当金 53,089 千円

その他 5,280 千円 閉店損失引当金 12,734 千円

繰延税金資産合計 160,385 千円 その他 5,455 千円

   繰延税金資産合計 

     

172,017 千円

   繰延税金負債 

   未収還付事業税 13,932 千円

   繰延税金負債合計 13,932 千円

   繰延税金資産の純額 158,085 千円

    

(2）固定の部 (2）固定の部 

    

繰延税金資産 繰延税金資産 

有形固定資産 1,116,137 千円 有形固定資産 1,221,181 千円

リース資産 418,494 千円 リース資産 372,699 千円

投資有価証券 22,707 千円 投資有価証券 22,707 千円

長期前払費用 192,315 千円 長期前払費用 203,187 千円

退職給付引当金 49,620 千円 退職給付引当金 99,567 千円

役員退職慰労引当金 25,758 千円 役員退職慰労引当金 29,691 千円

閉店損失引当金 17,567 千円 閉店損失引当金 17,567 千円

その他 12,881 千円 その他 10,570 千円

評価性引当額 △371,571 千円 評価性引当額 △376,707 千円

繰延税金資産合計 1,483,910 千円 繰延税金資産合計 1,600,465 千円

   

繰延税金負債 繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 固定資産圧縮積立金 

その他有価証券評価差額金 

99,486 千円

856,330 千円 その他有価証券評価差額金 

97,251 千円

608,563 千円

繰延税金負債合計 955,816 千円 繰延税金負債合計 705,815 千円

繰延税金資産の純額 528,093 千円 繰延税金資産の純額 894,650 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

の差異原因 

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

の差異原因 

    

法定実効税率 △40.2％ 法定実効税率 40.2%

（調整） （調整） 

受取配当金等一時差異ではない項目 △0.0% 交際費等一時差異ではない項目 0.1%

住民税均等割 0.9% 住民税均等割 8.7%

評価性引当額の増加 12.2% 評価性引当額の増加 0.7%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △27.1％ 過年度法人税等 15.5%

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 65.2%

      

－  － 
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（ストック・オプション等関係） 
当事業年度（2006 年２月 21 日から 2007 年２月 20 日まで） 
該当事項はありません。 

 
（持分法損益等） 
前事業年度（2005 年２月 21 日から 2006 年２月 20 日まで） 
該当事項はありません。 
 
当事業年度（2006 年２月 21 日から 2007 年２月 20 日まで） 
該当事項はありません。 
 

（関連当事者との取引） 
前事業年度（2005 年２月 21 日から 2006 年２月 20 日まで） 
（1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容  

属性 会社等

の名称 
住所 

資本金又

は出資金

（百万円） 

事業の内

容 

議決権等の被

所有割合（％） 役員の

兼任等

事業上の関係 
取引の

内容

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高

（千円）

買掛金 195,889
 

 

親会社 イオン 

株式会社 

千葉市 

美浜区 
101,798 

総合小売

業 

 

直接 67.38 

間接 1.71 
  

計 69.09  

兼任

2 名

商品仕入 

電子計算処理

業務委託等 

商品供

給他 
3,054,392 

   

未払金 375,438

 
（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 
同社からの商品購入及び同社に対する業務委託については、一般的な取引価格を参考に決定しております。 

 
（２）兄弟会社等 

関係内容  

 

属性 

会社等

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

（百万円） 

事業の内

容 

議決権等の 

所有 

（被所有） 

割合（％） 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高

（千円）

クレジット

売掛 
579,054 売掛金 274,737

 

親会社

の子会

社 

イオンク

レジット

サービス 

株式会社 

東京都 

千代田区 
15,466 

金融サー

ビス業 

(被所有) 0.1

(所有) 0.1

 
クレジ

ット業

務委託 クレジット

手数料 
63,120 未払金 2,970

 
（注）１．上記の金額のうち、クレジット手数料の取引金額には消費税等は含まれておらず、その他は消費税等が含

まれております。 
２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

クレジット手数料については、一般的な取引条件を参考に決定しております。 
 

当事業年度（2006 年２月 21 日から 2007 年２月 20 日まで） 
（1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容  

属性 会社等

の名称 
住所 

資本金又

は出資金

（百万円） 

事業の内

容 

議決権等の被

所有割合（％） 役員の

兼任等

事業上の関係 
取引の

内容

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高

（千円）

買掛金 199,405
 

 

親会社 イオン 

株式会社 

千葉市 

美浜区 
198,791 

総合小売

業 

 

直接 67.38 

間接 1.70 
  

計 69.08  

兼任

1 名

商品仕入 

電子計算処理

業務委託等 

商品供

給他 
3,165,011 

未払金 370,220

   

 
（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 
同社からの商品購入及び同社に対する業務委託については、一般的な取引価格を参考に決定しております。 

 
 
 
 
 
 

－  － 
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（２）兄弟会社等 
関係内容  

 

属性 

会社等

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

（百万円） 

事業の内

容 

議決権等の 

所有 

（被所有） 

割合（％） 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の内容
取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高

（千円）

クレジット

売掛 
7,459,318 売掛金 299,737

 

親会社

の子会

社 

イオンク

レジット

サービス 

株式会社

（注）2 

東京都 

千代田区 
15,466 

金融サー

ビス業 

(被所有) 0.1

(所有) 0.3 ― 

クレジ

ット業

務委託 クレジット

手数料 
73,013 未払金 3,244

 

親会社

の子会

社 

イオンデ

ィライト 

株式会社 

（注）３ 

大阪市 

中央区 
3,238 

ビルメン

テナンス

業 

(被所有) 0.1

(所有) ― 

 

― 

メンテ

ナンス

業務委

託 

有 価 証 券

の売却 

売却代金

売却益 

 

 

63,000 

60,000 

  

  

―  ― 

― ― 

 
（注）１．上記の金額のうち、クレジット手数料の取引金額には消費税等は含まれておらず、その他は消費税等が含

まれております。 
２．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

一般的な取引条件を参考に決定しております。 
３．有価証券の売却価格は、第三者機関の評価に基づき算定された価格を参考に決定しております。 

 
（１株当たり情報） 

項目 
前事業年度 

（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

１株当たり純資産額 502円33銭 478円43銭 

１株当たり当期純利益又は１株当たり
当期純損失（△） 

△185円02銭 22円14銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

同左 

   

 
 

 

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

 
前事業年度 

（2005年２月21日から 
2006年２月20日まで） 

当事業年度 
（2006年２月21日から 
2007年２月20日まで） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △2,213,453 265,481 

普通株主に帰属しない金額（千円） 5,650 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (5,650) (－) 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 

   

△2,219,103 265,481 

期中平均株式数（株） 11,993,645 11,993,208 

 
（重要な後発事象） 
前事業年度（2005 年２月 21 日から 2006 年２月 20 日まで） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（2006 年２月 21 日から 2007 年２月 20 日まで） 

該当事項はありません。 

－  － 
 
 

37 



商品部門別販売実績 

前事業年度及び当事業年度における販売実績を商品部門別に示すと、次のとおりであります。   （単位：千円） 

前事業年度 当事業年度 

2005年２月21日から 

2006年２月20日まで 
2006年２月21日から 

2007年２月20日まで 

 

比較増減 

 

期 別 
 
 

商品部門別 
金 額 構成比 金 額 構成比 金  額 

    ％  ％  
 加 工 食 品  30,534,782 35.0 31,113,969 35.2 579,187 

 生 鮮 食

品 
 

29,333,708 33.6 29,448,531 33.3 114,822 

 デ ィ リ ー 食 品  21,959,653 25.2 22,365,751 25.3 406,098 

 食 品 部 門 計  81,828,144 93.8 82,928,251 93.8 1,100,107 

 ノ ン フ ー ズ  5,235,599 6.0 5,252,850 6.0 17,251 

 そ の 他  165,149 0.2 172,878 0.2 7,728 

 非 食 品 部 門 計  5,400,749 6.2 5,425,729 6.2 24,979 

 合 計  87,228,893 100.0 88,353,980 100.0 1,125,087 

 
 

 

－  － 
 
 

38 


	【財務諸表等】 
	(1）【財務諸表】 
	①【貸借対照表】
	 
	②【損益計算書】
	 
	 
	　（注）固定資産圧縮積立金の取崩項目は次の通りです。 
	　  　 ②等事業年度に係る固定資産圧縮積立金の取崩額　　　　　　　　　　　　 3,323千円 
	 ④【キャッシュ・フロー計算書】
	 ⑤【利益処分計算書】
	重要な会計方針
	会計方針の変更
	 
	 
	 
	 
	表示方法の変更
	追加情報
	注記事項 



