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上 場 会 社 名 原信ナルスホールディングス株式会社 上場取引所  東証一部 

コ ー ド 番 号 8255 Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.hnhd.co.jp/ 
代   表   者 代表取締役社長      原  信一 
問 合 せ 先 責 任 者 常務取締役経営企画室管掌 山岸 豊後 Ｔ Ｅ Ｌ  (0258)66－6712 
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 
 
（１）連結経営成績 （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益
 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％

20 年３月期第１四半期 26,700 (   5.1) 390 ( △58.5) 520 ( △50.9) △2 (△101.8)

19 年３月期第１四半期 25,399 ( 37.2) 941 (  42.9) 1,059 (  61.4) 149 ( △50.4)

19 年３月期 104,325 3,794 3,747  1,218 
 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期）純利益 

 円 銭 円 銭

20 年３月期第１四半期 △0.15 － 

19 年３月期第１四半期 8.32 － 

19 年３月期 67.65 － 

(注) ① 持分法投資損益 
20 年３月第１四半期     6 百万円  19 年３月第１四半期   △3 百万円  19 年３月期  △138 百万円 

② 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式がありませんので記載しておりません。 
 
（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

20 年３月期第１四半期 47,116 19,977 42.4 1,109.56 

19 年３月期第１四半期 43,596 19,217 44.1 1,067.30 

19 年３月期 47,627 20,190 42.4 1,121.34 

(注) 自己資本 
20 年３月第１四半期 19,977 百万円  19 年３月第１四半期 19,217 百万円  19 年３月期 20,190 百万円 

 
（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
四半期末(期末)残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期第１四半期 339 △  1,138 464 5,672 

19 年３月期第１四半期 1,924 △   545 △  1,045 5,338 

19 年３月期 4,778 △ 3,826 49 6,006 

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 
  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

19年３月期  －  10.00  －  13.00  23.00 

20年３月期  －    

20年３月期 

（予想） 
   10.00  －  17.00 

 27.00 

 
３．20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 
  百万円  ％  百万円  ％  百万円  ％  百万円  ％ 円 銭

中間期 55,000（  4.2） 2,200（  1.6） 2,200（△2.9） 760（  5.1） 42.20 

通期 110,000（  5.4） 4,000（  5.4） 4,000（  6.7） 1,600（ 31.4） 88.86 
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４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   無 
 
（２）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更   無 
② ①以外の変更          無 

 
（３）期中平均株式数（普通株式） 

20 年３月第１四半期 18,005,157 株  19 年３月第１四半期 18,005,815 株  19 年３月期 18,005,215 株 
 
（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 
20 年３月第１四半期 18,014,239 株  19 年３月第１四半期 18,014,239 株  19 年３月期 18,014,239 株 

② 期末自己株式数株 
20 年３月第１四半期      9,223 株  19 年３月第１四半期      8,517 株  19 年３月期      9,024 株 

 
 
（参考）個別業績の概要 

 
１．平成20年３月期第１四半期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 
 
（１）個別経営成績 （％表示は対前期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益
 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％

20 年３月期第１四半期 870 (  341.9) 682 (1,261.0) 693 (1,075.1) 678 (1,397.9)

19 年３月期第１四半期 197 (  △98.9) 50 (  △90.5) 59 (  △89.3) 45 (  △85.5)

19 年３月期 724 173 180  83 
 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期）純利益 

 円 銭 円 銭

20 年３月期第３四半期 37.68 － 

19 年３月期第３四半期 2.51 － 

19 年３月期 4.61 － 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式がありませんので記載しておりません。 

 
（２）個別財政状態 

 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

20 年３月期第１四半期 22,075 16,526 74.9 917.90 

19 年３月期第１四半期 16,384 16,225 99.0 901.14 

19 年３月期 20,289 16,082 79.3 893.22 

(注) 自己資本 
20 年３月第１四半期 16,526 百万円  19 年３月第１四半期 16,225 百万円  19 年３月期 16,082 百万円 

 
２．20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 
  百万円  ％  百万円  ％  百万円  ％  百万円  ％ 円 銭

中間期 1,050（  216.7） 650（1,028.4） 650（  874.3） 500（1,153.5） 27.76 

通期 1,650（  127.9） 850（  389.0） 850（  369.8） 650（  681.7） 36.10 
 

 

 

 

 

 

（注）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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る

本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な

る結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料４ページをご参照ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰等により物価全般の上昇傾向が顕著に現れてまいりました。 

 このような状況において、当第１四半期における当社グループの連結業績は、連結売上高が267億円（前年同期比

5.1％増）、連結営業利益が３億90百万円（前年同期比58.5％減）、連結経常利益が５億20百万円（前年同期比50.9％

減）、連結四半期純損失が２百万円（前年同期は四半期純利益が１億49百万円）となりました。 

 連結売上高、連結営業利益につきましては、以下に記載いたします事業の種類別セグメントの業績に係る要因によ

り変動しております。 

 連結経常利益につきましては、連結営業利益が減少した結果、減少しております。 

 また、特別損失に減損損失４億60百万円を計上した結果、連結四半期純損失が２百万円となりました。 

 

 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。なお、各セグメントの業績値につきましては、

セグメント間の内部取引高を含めて表示しております。 

(1) スーパーマーケット事業 

 売上高につきましては、前連結会計年度と当四半期に新規出店した効果により前年同期に比べ4.9％増加し263

億40百万円となりました。しかしながら、売上総利益につきましては、原油価格の高騰等の影響から商品の仕入価

額が上昇したことや、他社店舗の新規出店により競合状況が熾烈になったことにより、売上総利益率が前年同期に

比べ0.8％低下した結果、微増となりました。 

 営業利益につきましては、売上総利益率の低下と直近３月と４月に相次いで出店した店舗に係る出店経費や店舗

改装に係る経費負担が大きかったことから、前年同期に比べ70.1％減少し３億31百万円となりました。 

 スーパーマーケット事業の主要２社の営業状況を示すと以下のとおりであります。 

項目 (株)原信 (株)ナルス 

店舗数   45店舗 （前年同期比  3店舗増）  18店舗 （前年同期比 増減なし）

全店  20,308百万円 （前年同期比  106.8％）  4,821百万円 （前年同期比   97.6％）
店舗売上高 

既存店  19,039百万円 （前年同期比  100.1％）  4,821百万円 （前年同期比   97.6％）

全店  1,179万人 （前年同期比  106.6％）  270万人 （前年同期比   97.6％）
来店客数 

既存店  1,108万人 （前年同期比  100.2％）  270万人 （前年同期比   97.6％）

買上点数 全店  10.71点 （前年同期比  103.2％）  11.25点 （前年同期比  101.9％）

客単価 全店  1,722円 （前年同期比  100.3％）  1,769円 （前年同期比  100.0％）

（注）１ 店舗数は、当四半期末現在の設置店舗数であります。 

   ２ 店舗売上高及び客単価に消費税等は含まれておりません。 

   ３ 店舗売上高には営業収入は含まれておりません。 

   ４ 既存店は、店舗開設より満 13 ヶ月以上を経過した店舗であります。 

   ５ 買上点数は、お客様一人当たりが一回のお買い物でお買い上げになる商品数の平均であります。 

   ６ 客単価は、お客様が一回のお買い物でお買い上げになった金額の平均であります。 

(2) その他の事業 

 売上高につきましては、前年同期に比べ20.5％増加し11億49百万円となりました。また、営業利益につきまし

ては、前年同期に比べ11.6％増加し97百万円となりました。 

 これは主に、情報処理事業の売上増加によるものであります。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態（連結）の変動状況 

 当第１四半期末における総資産は、前年同期末現在に比べ35億19百万円増加し471億16百万円となり、純資産は

前年同期末に比べ７億60百万円増加し199億77百万円となりました。この結果、自己資本比率は前年同期末に比べ

1.7ポイント減少し、42.4％となりました。 

 この変動の主な要因は、納税や運転資金に使用するための資金調達を行ったことにより、負債総額が前年同期末

に比べ11.3％増加し271億38百万円となったことによるものであります。 

(2) 連結キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、｢資金｣という。）は、前連結会計年度末に比

べ３億33百万円減少し、56億72百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況を示すと、次のとおりであります。 

（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３億39百万円となり、前年同期に比べ15億84百万円（前年同期比82.3％減）減

少いたしました。 

 これは主に、課税所得の増加による法人税等の納税額増加と前連結会計年度に新設した子会社である(株)原信

が年間の税額を一括納付したことにより、法人税等の支払額が17億56百万円（前年同期比184.8％増）となった

ことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は11億38百万円となり、前年同期に比べ５億93百万円（前年同期比108.9％増）

増加いたしました。 

 これは主に、スーパーマーケット事業の前連結会計年度の３月に新規出店した１店舗及び当第１四半期に新規

出店した１店舗と改装１店舗への投資により有形固定資産の取得による支出が11億53百万円（前年同期比

148.0％増）となったことによるものであります。 

（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４億64百万円（前年同期は、財務活動の結果使用した資金が10億45百万円）と

なりました。 

 これは主に、納税資金及び運転資金に使用するため長期安定資金の調達を行ったことにより、長期借入れによ

る収入が16億円（前年同期はなし）となったことによるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の業績は、概ね計画どおり推移しており、平成19年５月８日に公表した中間期及び通期の業績予想に

変更はありません。 
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４．（要約）四半期連結財務諸表 

 

（１）（要約）四半期連結貸借対照表 

（単位 百万円、％） 

前年同四半期末 当四半期末 （参考）前期末 

(
平成19年３月期

第１四半期末) (
平成20年３月期

第１四半期末)
増減 

（平成19年３月期末）科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産 10,212 23.4 11,222 23.8 1,010 9.9 12,342 25.9

１ 現金及び預金 5,340 5,629 289  6,008 

２ 売掛金 135 188 52  227 

３ 有価証券 7 5 △2  5 

４ たな卸資産 2,533 2,738 205  2,584 

５ 未収法人税等 61 627 565  502 

６ 繰延税金資産 684 630 △53  621 

７ その他 1,449 1,442 △7  2,431 

 貸倒引当金 △1 △39 △37  △39 

Ⅱ 固定資産 33,384 76.6 35,893 76.2 2,508 7.5 35,284 74.1

１ 有形固定資産 23,272 25,242 1,970  24,745 

(1) 建物及び構築物 10,439 11,328 889  11,042 

(2) 器具備品 1,562 1,739 176  1,683 

(3) 土地 10,625 11,444 818  11,206 

(4) その他 644 729 85  812 

２ 無形固定資産 2,874 2,432 △442  2,550 

(1) のれん 1,410 1,115 △295  1,190 

(2) その他 1,463 1,316 △147  1,359 

３ 投資その他の資産 7,237 8,219 981  7,988 

(1) 投資有価証券 1,624 1,696 72  1,656 

(2) 長期貸付金 153 130 △22  127 

(3) 繰延税金資産 438 375 △63  337 

(4) 敷金・保証金 4,136 4,654 517  4,597 

(5) その他 885 1,362 477  1,269 

貸倒引当金 △0 △0 0  △0 

資産合計 43,596 100.0 47,116 100.0 3,519 8.1 47,627 100.0
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前年同四半期末 当四半期末 （参考）前期末 

(
平成19年３月期

第１四半期末) (
平成20年３月期

第１四半期末)
増減 

（平成19年３月期末）科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債 14,112 32.4 17,055 36.2 2,942 20.9 17,522 36.8

１ 支払手形及び買掛金 6,730 － △6,730  － 

２ 買掛金 － 7,301 7,301  6,943 

３ 短期借入金 1,000 870 △130  870 

４ 一年内償還予定の社債 368 368 －  368 

５ 一年内返済予定の長期借入金 2,671 4,912 2,240  4,480 

６ 未払法人税等 579 242 △336  1,657 

７ ポイントカード引当金 1 12 11  12 

８ 役員賞与引当金 15 14 △0  105 

９ 賞与引当金 924 990 66  586 

10 その他 1,822 2,342 520  2,498 

Ⅱ 固定負債 10,266 23.5 10,083 21.4 △183 △1.8 9,914 20.8

１ 社債 2,563 2,195 △368  2,230 

２ 長期借入金 4,218 4,459 241  4,200 

３ 役員退職慰労引当金 664 652 △12  652 

４ リース資産減損勘定 72 49 △23  51 

５ 繰延税金負債 － － －  92 

６ 預り保証金 2,443 2,433 △10  2,394 

７ その他 303 294 △9  293 

負債合計 24,378 55.9 27,138 57.6 2,759 11.3 27,437 57.6

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本 18,916 43.4 19,566 41.5 650 3.4 19,803 41.6

１ 資本金 3,159 3,159 －  3,159 

２ 資本剰余金 6,405 6,405 －  6,405 

３ 利益剰余金 9,357 10,008 651  10,245 

４ 自己株式 △6 △8 △1  △7 

Ⅱ 評価・換算差額等 301 0.7 411 0.9 109 36.4 386 0.8

１ その他有価証券評価差額金 301 411 109  386 

純資産合計 19,217 44.1 19,977 42.4 760 4.0 20,190 42.4

負債、純資産合計 43,596 100.0 47,116 100.0 3,519 8.1 47,627 100.0
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（２）（要約）四半期連結損益計算書 

（単位 百万円、％） 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  )
増減 

（平成19年３月期）科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比 

Ⅰ 売上高 25,399 100.0 26,700 100.0 1,301 5.1 104,325 100.0

Ⅱ 売上原価 18,403 72.5 19,637 73.5 1,233 6.7 75,020 71.9

売上総利益 6,995 27.5 7,062 26.5 67 1.0 29,305 28.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,053 23.8 6,672 25.0 618 10.2 25,510 24.5

１ 従業員給料 961 1,037 76  3,963 

２ 雑給 1,502 1,705 203  6,249 

３ 役員賞与引当金繰入額 15 14 △0  105 

４ 賞与 － － －  954 

５ 賞与引当金繰入額 378 401 22  582 

６ 退職給付引当金繰入額 14 － △14  51 

７ 賃借料 119 123 4  484 

８ 地代家賃 606 681 74  2,548 

９ 減価償却費 354 402 48  1,525 

10 のれん償却額 74 74 0  297 

11 貸倒引当金繰入額 0 0 △0  38 

12 その他 2,026 2,231 205  8,707 

営業利益 941 3.7 390 1.5 △551 △58.5 3,794 3.6

Ⅳ 営業外収益 162 0.7 189 0.7 26 16.2 275 0.3

１ 受取利息 9 10 1  39 

２ 受取配当金 13 22 9  37 

３ 持分法による投資利益 － 6 6  － 

４ 投資事業組合利益 － － －  6 

５ 補助金収入 81 76 △4  81 

６ その他 58 72 14  112 

Ⅴ 営業外費用 45 0.2 59 0.3 14 30.9 323 0.3

１ 支払利息 33 41 7  133 

２ 持分法による投資損失 3 － △3  138 

３ 保証金繰上償還手数料 5 5 △0  － 

４ その他 2 12 9  50 

経常利益 1,059 4.2 520 1.9 △539 △50.9 3,747 3.6

Ⅵ 特別利益 71 0.3 － － △71 △100.0 82 0.1

１ 固定資産売却益 1 － △1  11 

２ 退職給付引当金取崩益 4 － △4  4 

３ 雪害保険金収入 65 － △65  65 

Ⅶ 特別損失 674 2.7 461 1.7 △213 △31.6 1,053 1.0

１ 固定資産売却損 － 0 0  － 

２ 固定資産除却損 0 0 △0  79 

３ 投資有価証券売却損 － 0 0  － 

４ 固定資産撤去費用 20 － △20  33 

５ リース解約損失 － － －  64 

６ 減損損失 591 460 △130  702 

７ 退職年金制度終了損 － － －  113 

８ 雪害損失 62 － △62  59 

税金等調整前四半期（当期）純利益 455 1.8 58 0.2 △397 △87.1 2,776 2.7

法人税、住民税及び事業税 577 2.3 215 0.8 △361 △62.7 1,630 1.6

法人税等調整額 △271 △1.1 △153 △0.6 117 △43.3 △72 △0.1

四半期（当期）純利益 149 0.6 △2 △0.0 △152 △101.8 1,218 1.2
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（３）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

 

前年同四半期（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） （単位 百万円） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本 

合計 

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 

平成18年３月31日残高 3,159 4,606 9,808 △1,327 16,247 362 362 16,609

四半期中の変動額     

 株式交換による増加  1,799 1,799   1,799

 剰余金の配当   △213 △213   △213

 利益処分による役員賞与   △33 △33   △33

 四半期純利益   149 149   149

 自己株式の取得   △0 △0   △0

 自己株式の処分   △354 1,321 966   966

 株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
  △60 △60 △60

四半期中の変動額合計 － 1,799 △451 1,321 2,668 △60 △60 2,607

平成18年６月30日残高 3,159 6,405 9,357 △6 18,916 301 301 19,217

 

当四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） （単位 百万円） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本 

合計 

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 

平成19年３月31日残高 3,159 6,405 10,245 △7 19,803 386 386 20,190

四半期中の変動額     

 利益処分による役員賞与   △234 △234   △234

 四半期純利益   △2 △2   △2

 自己株式の取得   △0 △0   △0

 株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
  24 24 24

四半期中の変動額合計 － － △236 △0 △237 24 24 △212

平成19年６月30日残高 3,159 6,405 10,008 △8 19,566 411 411 19,977

 

前期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） （単位 百万円） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本 

合計 

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 

平成18年３月31日残高 3,159 4,606 9,808 △1,327 16,247 362 362 16,609

連結会計年度中の変動額     

 株式交換による増加  1,799 1,799   1,799

 剰余金の配当   △393 △393   △393

 利益処分による役員賞与   △33 △33   △33

 当期純利益   1,218 1,218   1,218

 自己株式の取得   △1 △1   △1

 自己株式の処分   △354 1,321 966   966

 株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
  24 24 24

連結会計年度中の変動額合計 － 1,799 436 1,320 3,556 24 24 3,580

平成19年３月31日残高 3,159 6,405 10,245 △7 19,803 386 386 20,190
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（４）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位 百万円） 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  )
増減 

（平成19年３月期）科目 

金額 金額 金額 金額 
Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前四半期（当期）
  純利益 455 58 △397 2,776

２ 減価償却費 361 409 47 1,556

３ 減損損失 591 460 △130 702

４ のれん償却額 74 74 0 297

５ 貸倒引当金の増減額 
（△は減少） △0 △0 0 37

６ ポイントカード引当金の増減額 
  （△は減少） △24 24 49 △13

７ 役員賞与引当金の増減額 
  （△は減少） 15 △90 △106 105

８ 賞与引当金の増減額 
（△は減少） 381 404 22 44

９ 退職給付引当金の増減額 
（△は減少） △13 － 13 △13

10 役員退職慰労引当金の増減額 
（△は減少） △2 － 2 △14

11 受取利息及び受取配当金 △22 △33 △10 △76

12 支払利息 33 41 7 133

13 持分法による投資損益 
（△は利益） 3 △6 △9 138

14 投資有価証券売却損 － 0 0 －

15 固定資産売却益 △1 － 1 △11

16 固定資産売却損 － 0 0 －

17 固定資産除却損 0 0 △0 79

18 雪害保険金収入 △65 － 65 △65

19 売上債権の増減額 
（△は増加） 4 39 34 △86

20 たな卸資産の増減額 
（△は増加） △146 △154 △7 △197

21 仕入債務の増減額 
（△は減少） 537 358 △179 751

22 未収消費税等及び未払消費税等の純増減額
（△は減少） 90 △92 △182 122

23 役員賞与の支払額 － － － △33

24 その他 279 603 324 △377

小計 2,553 2,098 △455 5,853

25 利息及び配当金の受取額 16 33 17 61

26 利息の支払額 △29 △35 △6 △129

27 災害保険金の受取額 － － － 65

28 法人税等の支払額 △616 △1,756 △1,139 △1,072

営業活動による 
キャッシュ・フロー 1,924 339 △1,584 4,778
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前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  )
増減 

（平成19年３月期）科目 

金額 金額 金額 金額 
Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー  

１ 固定性預金の純増減額 
（△は増加） △0 △0 △0 △0

２ 有価証券の取得による支出 － － － △5

３ 有価証券の売却による収入 30 － △30 38

４ 有形固定資産の取得による支出 △465 △1,153 △688 △3,257

５ 有形固定資産の売却による収入 11 0 △11 53

６ 無形固定資産の取得による支出 △72 △60 12 △333

７ 無形固定資産の売却による収入 － 43 43 345

８ 投資有価証券の取得による支出 － － － △21

９ 投資有価証券の売却による収入 － 0 0 0

10 貸付けによる支出 △34 △161 △127 △470

11 貸付金の回収による収入 23 240 217 313

12 敷金・保証金の純増減額 
（△は増加） △39 △48 △9 △479

13 その他 △0 0 0 △10

投資活動による 
キャッシュ・フロー △545 △1,138 △593 △3,826

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー  

１ 短期借入金の純増減額 
（△は減少） △100 － 100 △230

２ 長期借入れによる収入 － 1,600 1,600 4,100

３ 長期借入金の返済による支出 △749 △909 △159 △3,058

４ 社債の償還による支出 △35 △35 － △368

５ 自己株式の処分による収入 － － － 0

６ 自己株式の取得による支出 △0 △0 △0 △1

７ 配当金の支払額 △161 △190 △29 △393

財務活動による 
キャッシュ・フロー △1,045 464 1,510 49

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
  （△は減少） 333 △333 △667 1,001

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 3,748 6,006 2,257 3,748

Ⅵ 新規連結子会社の現金及び 
  現金同等物期首残高 1,256 － △1,256 1,256

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  四半期末（期末）残高 5,338 5,672 334 6,006
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（５）四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 
項目 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

１．連結の範囲に関する事項    

(1)連結子会社の数 ５社 同左 同左 

主要な連結子会社の 

名称 

(株)原信 

(株)ナルス 

(株)ローリー 

(株)原興産 

原信関連事業協同組合 

なお、(株)原信は、平成

18年４月１日に当社が会

社分割を行い新たに設立

した当社の子会社であり

ます。 

また、(株)ナルスは平成

18年４月１日に当社と株

式交換を実施し、新たに

当社の子会社に該当する

こととなりました。 

(株)原信 

(株)ナルス 

(株)ローリー 

(株)原興産 

原信関連事業協同組合 

(株)原信 

(株)ナルス 

(株)ローリー 

(株)原興産 

原信関連事業協同組合 

なお、(株)原信は、平成

18年４月１日に当社が会

社分割を行い新たに設立

した当社の子会社であり

ます。 

また、(株)ナルスは平成

18年４月１日に当社と株

式交換を実施し、新たに

当社の子会社に該当する

こととなりました。 

(2)主要な非連結子会社の

名称 

高速印刷（株） 

㈱アイプランニング 

同左 同左 

連結の範囲から除いた

理由 

非連結子会社２社は、小

規模会社であり、合計の

総資産、売上高、四半期

純利益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれ

も四半期連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしてい

ないため連結の範囲から

除いております。 

同左 非連結子会社２社は、小

規模会社であり、合計の

総資産、売上高、当期純

利益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないた

め連結の範囲から除いて

おります。 
    
２．持分法の適用に関する 

  事項 

   

(1)持分法を適用した関連

会社数 

１社 同左 同左 

主要な持分法適用会社

の名称 

(株)エヌ・シィ・ティ 同左 同左 

(2)持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社等

の名称 

高速印刷(株) 

(株)アイプランニング 

同左 同左 

持分法を適用しない 

理由 

持分法非適用会社は、そ

れぞれ四半期純利益（持

分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）

等が四半期連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重

要性がないため、持分法

の適用から除外しており

ます。 

同左 持分法非適用会社は、そ

れぞれ当期純利益（持分

に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）

等が連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用

から除外しております。 
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前年同四半期 当四半期 （参考）前期 
項目 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

(3)持分法適用の手続につ

いて特に記載する必要

があると認められる事

項 

持分法適用会社のうち、

決算日が四半期連結決算

日と異なる会社について

は、各社の事業年度に係

る四半期財務諸表を使用

しております。 

                  

    
３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項 

連結子会社のうち、(株)

ローリー、原信関連事業

協同組合の第１四半期決

算日は５月31日でありま

す。四半期連結財務諸表

の作成にあたっては同日

現在の財務諸表を使用

し、四半期連結決算日と

の間に生じた重要な取引

については、連結上必要

な調整を行っておりま

す。 

同左 連結子会社のうち、(株)

ローリー、原信関連事業

協同組合の決算日は２月

28日であります。連結財

務諸表の作成にあたって

は同日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な

調整を行っております。 

    
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 

   

①有価証券    

その他有価証券    

時価のあるもの 四半期決算期末日の市場

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） 

同左 決算期末日の市場価格等

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 同左 同左 

 なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組

合への出資（証券取引法

第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）

については、組合契約に

規定される決算報告日に

応じて入手可能な 近の

決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む

方法によっております。 

同左 同左 

②デリバティブ 時価法 同左 同左 

③たな卸資産    

商品 主として売価還元法によ

る原価法 

同左 同左 

貯蔵品 終仕入原価法による原

価法 

同左 同左 

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 
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前年同四半期 当四半期 （参考）前期 
項目 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

①有形固定資産 主として定率法 

ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物（建

物附属設備は除く）につ

いては、定額法 

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 

２～47年 

 器具備品 

  ３～10年 

 その他（機械装置及び運搬具） 

２～16年 

同左 

 

 

 

 

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 

２～50年 

 器具備品 

  ３～20年 

 その他（機械装置及び運搬具） 

２～18年 

同左 

 

 

 

 

同左 

②無形固定資産 定額法 

ただし、ソフトウェア（自

社利用分）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 

 

同左 

 

③長期前払費用 定額法 同左 同左 

(3)重要な引当金の計上 

  基準 

   

①貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等の

特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

同左 同左 

②ポイントカード引当金 顧客に付与したポイント

の利用による費用負担に

備えるため、使用実績率

に基づき当第１四半期末

において将来利用される

と見込まれるポイントに

対する使用見込額を計上

しております。 

同左 顧客に付与したポイント

の利用による費用負担に

備えるため、使用実績率

に基づき当連結会計年度

末において将来利用され

ると見込まれるポイント

に対する使用見込額を計

上しております。 

③役員賞与引当金 役員に対して支給する賞

与の支出に備えるため、

当連結会計年度における

支給見込額に基づき、当

第１四半期連結会計期間

に見合う分を計上してお

ります。 

同左 役員に対して支給する賞

与の支出に備えるため、

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。 

④賞与引当金 従業員の賞与の支出に備

えるため、支給見込額に

基づき計上しておりま

す。 

同左 同左 
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前年同四半期 当四半期 （参考）前期 
項目 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

⑤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

の見込額に基づき、当第

１四半期連結会計期間末

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。 

                  

（追加情報）に記載のとお

り、退職給付引当金の全

額を取り崩しておりま

す。 

なお、当連結会計年度に

おける退職給付制度移行

に伴う退職給付引当金取

崩までは、当該部分に係

る退職給付引当金の計上

について、次のとおり処

理を行っております。 

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

基づき計上しておりま

す。 

⑥役員退職慰労引当金 主として役員の退職慰労

金の支給に備えるため、

内規に基づく第１四半期

末要支給額を計上してお

ります。 

なお、当社および子会社

２社は、平成18年３月31

日をもって役員退職慰労

金制度を廃止しており、

子会社１社は平成18年２

月28日をもって同制度を

廃止しております。これ

に伴い、当社は平成18年

１月26日開催の臨時株主

総会において、子会社３

社は平成18年５月９日、

平成18年６月13日および

平成18年６月26日開催の

それぞれの定時株主総会

において、各役員の就任

時から制度廃止日までの

在任期間に応じた役員退

職慰労金を各役員の退任

時に打ち切り支給する旨

を決議しております。 

また、当社は平成18年４

月１日に会社分割したこ

とに伴い、従来計上して

いた役員退職慰労引当金

を新たに設立した子会社

に承継させております。 

同左 主として役員の退職慰労

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。 

なお、当社および子会社

２社は、平成18年３月31

日をもって役員退職慰労

金制度を廃止しており、

子会社１社は平成18年２

月28日をもって同制度を

廃止しております。これ

に伴い、当社は平成18年

１月26日開催の臨時株主

総会において、子会社３

社は平成18年５月９日、

平成18年６月13日及び平

成18年６月26日開催のそ

れぞれの定時株主総会に

おいて、各役員の就任時

から制度廃止日までの在

任期間に応じた役員退職

慰労金を各役員の退任時

に打ち切り支給する旨を

決議しております。 

また、当社は平成18年４

月１日に会社分割したこ

とに伴い、従来計上して

いた役員退職慰労引当金

を新たに設立した子会社

に承継させております。 
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前年同四半期 当四半期 （参考）前期 
項目 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

(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。 

同左 同左 

(6)ヘッジ会計の方法    

①ヘッジ会計の方法 金利スワップについて、

特例処理の要件を満たし

ておりますので、特例処

理を採用しております。 

同左 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 同左 同左 

ヘッジ対象 借入金利息 同左 同左 

③ヘッジ方針 借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利ス

ワップ取引を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は

個別契約ごとに行ってお

ります。 

同左 同左 

④ヘッジ有効性評価の

方法 

特例処理の要件を満たし

ているため、四半期決算

日における有効性の評価

を省略しております。 

同左 特例処理の要件を満たし

ているため、決算日にお

ける有効性の評価を省略

しております。 

(7)その他四半期連結財務

諸表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項 

   

①消費税等の会計処理 税抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 

    
５．四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書（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、要求払預金及

び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動

性の高い、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

クしか負わない短期的投

資としております。 

同左 同左 
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（６）四半期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 

 

① 会計処理の変更 

 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

（役員賞与に関する会計基準） 

 役員賞与は、従来、利益処分によ

る利益剰余金の減少として処理して

おりましたが、当第１四半期連結会

計期間から｢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）

に基づき、発生時に費用処理してお

ります。 

 この変更により、前第１四半期連

結会計期間と同一の基準によった場

合と比べ｢販売費及び一般管理費｣が

15百万円増加し、｢営業利益｣、｢経常

利益｣、｢税金等調整前四半期純利益｣

がそれぞれ15百万円減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しております。 

 

（貸借対照表の純資産の部に関する

会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間から

｢貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準｣（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計基

準第５号）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｣（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は19,217百万円であり

ます。 

 また、中間連結財務諸表規則の改

正により、当第１四半期連結会計期

間における四半期連結財務諸表は、

改正後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当第１四半期連結会計期間から

「企業結合に係る会計基準」(企業

会計審議会平成15年10月31日)及び

「事業分離等に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第７号)並び

に「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月 

         （役員賞与に関する会計基準） 

 役員賞与は、従来、利益処分によ

る利益剰余金の減少として処理して

おりましたが、当第１四半期連結会

計期間から｢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）

に基づき、発生時に費用処理してお

ります。 

 この変更により、前連結会計年度

と同一の基準によった場合と比べ

｢販売費及び一般管理費｣が105百万

円増加し、｢営業利益｣、｢経常利益｣、

｢税金等調整前四半期純利益｣がそれ

ぞれ105百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しております。 

 

（貸借対照表の純資産の部に関する

会計基準） 

 当連結会計年度から｢貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準｣（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

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｣

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は20,190百万円であり

ます。 

 また、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

財務諸表は、改正後の連結財務諸表

規則により作成しております。 

 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当連結会計年度から「企業結合に

係る会計基準」(企業会計審議会平

成15年10月31日)及び「事業分離等

に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号)並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」(企業会計基準

委員会 終改正平成18年12月22

日 企業会計基準適用指針第10号)

を適用しております。 
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前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

27日 企業会計基準適用指針第10

号)を適用しております。 

 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当第１四半期連結会計期間から、

改正後の｢自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準｣（企業会

計基準委員会 終改正平成18年８

月11日 企業会計基準第１号）及び

｢自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準の適用指針｣（企業

会計基準委員会 終改正平成18年

８月11日 企業会計基準適用指針第

２号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当第１四半期連結会計期

間における四半期連結財務諸表は、

改正後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

         

 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当連結会計年度から、改正後の｢自

己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準｣（企業会計基準委員会 

終改正平成18年８月11日 企業会

計基準第１号）及び｢自己株式及び準

備金の額の減少等に関する会計基準

の適用指針｣（企業会計基準委員会 

終改正平成18年８月11日 企業会

計基準適用指針第２号）を適用して

おります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 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

財務諸表は、改正後の連結財務諸表

規則により作成しております。 

 
② 追加情報 

 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

（退職給付会計） 

 連結子会社２社は、確定給付型の

制度として退職一時金制度を設けて

おりましたが、平成18年４月１日よ

り確定拠出企業型年金制度への移行

を行い、合わせて退職金前払の制度

も採用いたしました。 

 この変更に伴う影響は軽微であり

ます。 

         （退職給付会計） 

 連結子会社２社は、確定給付型の

制度として退職一時金制度を設けて

おりましたが、平成18年４月１日よ

り確定拠出企業型年金制度への移行

を行い、合わせて退職金前払の制度

も採用いたしました。 

 この変更に伴う影響は軽微であり

ます。 

 また、連結子会社１社は、確定給

付型の制度として適格企業年金制度

を設けておりましたが、平成19年４

月１日より確定拠出型年金制度への

移行を行い、合わせて退職金前払の

制度も採用いたしました。 

 これに伴い、従来の退職給付制度

終了に伴う終了損失113百万円を、特

別損失に｢退職年金制度終了損｣とし

て計上しております。 
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（７）セグメント情報 

 
 ① 事業の種類別セグメント情報 

 前年同四半期（平成 19 年３月期第１四半期） 

（単位 百万円） 

 スーパーマー
ケット事業

その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売 上 高  

(1)外部顧客に対する売上高 25,088 310 25,399 － 25,399

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 22 643 666 (   666) －

計 25,111 953 26,065 (   666) 25,399

営 業 費 用 24,073 866 24,940 (   482) 24,457

営 業 利 益 1,037 87 1,125 (   183) 941

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な商品等 

（１）スーパーマーケット事業  食料品、日用品家庭雑貨、実用衣料品 

（２）その他の事業       情報処理、資産賃貸、フードサービス 

３．従来、スーパーマーケット事業に含めていた当社は、平成18年４月１日付けで会社分割を実施し、新設

した完全子会社である(株)原信に事業のすべてを承継させ持株会社となりました。これに伴い、当社に

係る各数値は、｢消去又は全社｣に含めて表示しております。この変更により、｢消去又は全社｣に配分さ

れた当社の各数値は、売上高が197百万円、営業費用が146百万円、営業利益が50百万円であります。 

４．平成18年４月１日に実施した当社の会社分割により新設した(株)原信に係る各数値は、すべて｢スーパー

マーケット事業｣に含めて表示しております。なお、これにより｢スーパーマーケット事業｣に含まれてい

る(株)原信の各数値（セグメント間の内部売上高又は振替高を含む）は、売上高が19,964百万円、営業

費用が18,922百万円、営業利益が1,041百万円であります。 

５．平成18年４月１日に実施した当社と(株)ナルスとの株式交換により、(株)ナルスは新たに連結の範囲に

含まれております。これにより新たに各セグメントに含まれた(株)ナルスの各数値（セグメント間の内

部売上高又は振替高を含む）は、｢スーパーマーケット事業｣において売上高が5,144百万円、営業費用が

5,072百万円、営業利益が71百万円であり、｢その他の事業｣において売上高が217百万円、営業費用が218

百万円、営業損失が１百万円であります。 

６．会計処理の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間から「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。この変更に伴い、従来の

方法によった場合に比べ、当第１四半期連結会計期間における営業費用は「スーパーマーケット事業」

が11百万円、「その他の事業」が３百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

 

 当四半期（平成 20 年３月期第１四半期） 

（単位 百万円） 

 スーパーマー
ケット事業

その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売 上 高  

(1)外部顧客に対する売上高 26,311 389 26,700 － 26,700

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 28 760 788 (   788) －

計 26,340 1,149 27,489 (   788) 26,700

営 業 費 用 26,028 1,051 27,080 (   770) 26,310

営 業 利 益 311 97 409 (    18) 390

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な商品等 

（１）スーパーマーケット事業  食料品、日用品家庭雑貨、実用衣料品 

（２）その他の事業       情報処理、資産賃貸、フードサービス 

３．営業費用のうち、｢消去又は全社｣の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は186百万円であり、その主な

ものは、持株会社である当社が行うグループ全体の管理に係る当社の営業費用であります。 
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 前期（平成 19 年３月期） 
（単位 百万円） 

 スーパーマー
ケット事業

その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売 上 高  

(1)外部顧客に対する売上高 102,857 1,468 104,325 － 104,325

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 104 2,754 2,858 ( 2,858) －

計 102,961 4,222 107,183 ( 2,858) 104,325

営 業 費 用 99,551 3,823 103,374 ( 2,843) 100,530

営 業 利 益 3,410 399 3,809 (    15) 3,794

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な商品等 

（１）スーパーマーケット事業  食料品、日用品家庭雑貨、実用衣料品 

（２）その他の事業       情報処理、資産賃貸、フードサービス 

３．従来、スーパーマーケット事業に含めていた当社は、平成18年４月１日付けで会社分割を実施し、新設

した完全子会社である(株)原信に事業のすべてを承継させ持株会社となりました。これに伴い、当社に

係る各数値は、｢消去又は全社｣に含めて表示しております。この変更により、｢消去又は全社｣に配分さ

れた当社の各数値は、売上高が724百万円、営業費用が550百万円、営業利益が153百万円であります。 

４．平成18年４月１日に実施した当社の会社分割により新設した(株)原信に係る各数値は、すべて｢スーパー

マーケット事業｣に含めて表示しております。なお、これにより｢スーパーマーケット事業｣に含まれてい

る(株)原信の各数値（セグメント間の内部売上高又は振替高を含む）は、売上高が82,531百万円、営業

費用が78,966百万円、営業利益が3,565百万円であります。 

５．平成18年４月１日に実施した当社と(株)ナルスとの株式交換により、(株)ナルスは新たに連結の範囲に

含まれております。これにより新たに各セグメントに含まれた(株)ナルスの各数値（セグメント間の内

部売上高又は振替高を含む）は、｢スーパーマーケット事業｣において売上高が20,421百万円、営業費用

が20,279百万円、営業利益が141百万円であり、｢その他の事業｣において売上高が878百万円、営業費用

が860百万円、営業利益が18百万円であります。 

６．会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「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。この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比べ、当連結会計年度における営業費用は「スーパーマーケット事業」が100百万円、「その他

の事業」が４百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

 

 ② 所在地別セグメント情報 

 

 該当事項はありません。 

 
 ③ 海外売上高 

 

 該当事項はありません。 
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（８）生産、受注及び販売の状況 

 

① 販売実績 （単位 百万円、％） 

 前年同四半期 当四半期 

項目 (
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  ) 
前年同期比 

 売上高 構成比 売上高 構成比 金額 増減率

 青果 3,388 13.0 3,500 12.7 111 3.3

精肉 2,595 10.0 2,745 10.0 149 5.8

水産 2,550 9.8 2,640 9.6 90 3.5

生
鮮
食
品 

惣菜 2,331 8.9 2,438 8.9 106 4.6

 計 10,865 41.7 11,324 41.2 458 4.2

デイリー 4,592 17.6 4,786 17.4 193 4.2

加工食品 6,822 26.2 7,272 26.5 449 6.6

一
般
食
品インストアベーカリー 364 1.4 398 1.4 34 9.4

 計 11,779 45.2 12,457 45.3 677 5.8

住居 1,301 5.0 1,351 4.9 49 3.8

衣料品 82 0.3 68 0.3 △14 △17.2

その他 3 0.0 2 0.0 △1 △37.4

営業収入 1,056 4.0 1,108 4.0 52 5.0

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
事
業 

セグメント間の内部売上高又は振替高 22 0.1 28 0.1 5 25.3

 計 25,111 96.3 26,340 95.8 1,228 4.9

外部顧客に対する売上高 310 1.2 389 1.4 78 25.3

セグメント間の内部売上高又は振替高 643 2.5 760 2.8 117 18.2
の
事
業

そ
の
他

計 953 3.7 1,149 4.2 195 20.5

合計 26,065 100.0 27,489 100.0 1,424 5.5

② 仕入実績 （単位 百万円、％） 

 前年同四半期 当四半期 

項目 (
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  ) 
前年同期比 

 仕入高 構成比 仕入高 構成比 金額 増減率

 青果 2,723 14.5 2,838 14.1 115 4.2

精肉 1,911 10.1 2,040 10.1 129 6.8

水産 1,876 10.0 1,917 9.5 40 2.2

生
鮮
食
品 

惣菜 1,421 7.5 1,542 7.7 121 8.5

 計 7,932 42.1 8,339 41.4 406 5.1

デイリー 3,467 18.4 3,681 18.3 214 6.2

加工食品 5,590 29.7 6,082 30.2 491 8.8

一
般
食
品インストアベーカリー 173 0.9 188 0.9 14 8.3

 計 9,231 49.0 9,951 49.4 720 7.8

住居 752 4.0 763 3.8 10 1.4

衣料品 53 0.3 48 0.2 △5 △9.6

その他 0 0.0 0 0.0 0 171.0

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
事
業 

セグメント間の内部仕入高又は振替高 292 1.5 337 1.7 45 15.5

 計 18,262 96.9 19,440 96.5 1,178 6.5

外部取引先からの仕入高 579 3.1 691 3.4 111 19.2

セグメント間の内部仕入高又は振替高 6 0.0 8 0.1 2 43.1
の
事
業 

そ
の
他 計 585 3.1 699 3.5 113 19.4

合計 18,848 100.0 20,140 100.0 1,292 6.9

（注）セグメント間の内部取引高を含めて表示しており、消費税等は含まれておりません。 
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５．財務諸表 

 

（１）（要約）四半期個別貸借対照表 

（単位 百万円、％） 

前年同四半期末 当四半期末 （参考）前期末 

(
平成19年３月期

第１四半期末) (
平成20年３月期

第１四半期末)
増減 

（平成19年３月期末）科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産 325 2.0 3,435 15.6 3,109 955.3 3,927 19.4

１ 現金及び預金 279 770 490  1,528 

２ 未収法人税等 13 613 600  486 

３ 未収消費税等 － － －  448 

４ 繰延税金資産 31 30 △0  42 

５ 短期貸付金 － 90 90  70 

６ 関係会社短期貸付金 － 1,240 1,240  1,230 

７ 一年内回収予定の関係会社長期貸付金 － 669 669  99 

８ その他 1 21 19  22 

Ⅱ 固定資産 16,058 98.0 18,639 84.4 2,581 16.1 16,362 80.6

１ 有形固定資産 3 2 △0  2 

２ 無形固定資産 7 7 0  7 

３ 投資その他の資産 16,047 18,628 2,581  16,352 

(1) 関係会社株式 15,969 15,845 △123  15,845 

(2) 関係会社出資金 1 1 －  1 

(3) 関係会社長期貸付金 － 2,676 2,676  400 

(4) 繰延税金資産 77 105 28  105 

資産合計 16,384 100.0 22,075 100.0 5,691 34.7 20,289 100.0
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前年同四半期末 当四半期末 （参考）前期末 

(
平成19年３月期

第１四半期末) (
平成20年３月期

第１四半期末)
増減 

（平成19年３月期末）科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債 158 1.0 2,476 11.2 2,318 1,464.5 1,896 9.3

１ 関係会社短期借入金 － 550 550  600 

２ 一年内返済予定の長期借入金 － 1,757 1,757  1,225 

３ 未払法人税等 4 1 △2  9 

４ 未払消費税等 4 8 3  － 

５ 役員賞与引当金 2 6 4  － 

６ 賞与引当金 9 32 23  15 

７ その他 138 119 △18  47 

Ⅱ 固定負債 － － 3,071 13.9 3,071 － 2,309 11.4

１ 長期借入金 － 3,071 3,071  2,309 

負債合計 158 1.0 5,548 25.1 5,390 3,404.6 4,206 20.7

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本 16,225 99.0 16,526 74.9 300 1.9 16,082 79.3

１ 資本金 3,159 3,159 －  3,159 

２ 資本剰余金 4,617 4,617 －  4,617 

(1) 資本準備金 4,617 4,617 －  4,617 

３ 利益剰余金 8,459 8,761 302  8,317 

(1) 利益準備金 327 327 －  327 

(2) その他利益剰余金    

   別途積立金 7,000 7,000 －  7,000 

   繰越利益剰余金 1,131 1,433 302  989 

４ 自己株式 △11 △12 △1  △12 

純資産合計 16,225 99.0 16,526 74.9 300 1.9 16,082 79.3

負債、純資産合計 16,384 100.0 22,075 100.0 5,691 34.7 20,289 100.0
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（２）（要約）四半期個別損益計算書 

（単位 百万円、％） 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  )
増減 

（平成19年３月期）科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比 

Ⅰ 営業収益 197 100.0 870 100.0 673 341.9 724 100.0

Ⅱ 営業費用 146 74.5 187 21.6 40 27.9 550 76.0

営業利益 50 25.5 682 78.4 632 1,261.0 173 24.0

Ⅲ 営業外収益 8 4.5 24 2.8 15 171.4 20 2.9

１ 受取利息 1 9 8  12 

２ 還付加算金 － 11 11  － 

３ 過年度消費税等 7 － △7  7 

４ その他 0 3 3  0 

Ⅳ 営業外費用 0 0.0 13 1.5 12 70,614.4 13 1.9

１ 支払利息 － 13 13  13 

２ その他 0 0 △0  0 

経常利益 59 30.0 693 79.7 634 1,075.1 180 25.0

Ⅴ 特別損失 － － － － － － 123 17.0

１ 関係会社株式評価損 － － －  123 

税引前四半期（当期）純利益 59 30.0 693 79.7 634 1,075.1 57 8.0

法人税、住民税及び事業税 20 10.0 3 0.4 △16 △81.7 20 2.9

法人税等調整額 △6 △3.0 11 1.4 18 － △46 △6.4

四半期（当期）純利益 45 23.0 678 77.9 633 1,397.9 83 11.5
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（３）（要約）四半期個別株主資本等変動計算書 

 

前年同四半期（平成19年３月期第１四半期） 

（単位 百万円） 

株主資本 
資本剰余金 

 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高 3,159 4,279 4,279

四半期中の変動額  

 株式交換による増加 337 337

 別途積立金の取崩  

 剰余金の配当  

 利益処分による役員賞与  

 四半期純利益  

 自己株式の取得  

 自己株式の処分  
 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 
（会社分割による承継） 

 

四半期中の変動額合計 － 337 337

平成18年６月30日残高 3,159 4,617 4,617

 
株主資本 

利益剰余金 
その他利益剰余金 

 
利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金
利益剰余金合計

自己株式 
株主資本 
合計 

平成18年３月31日残高 327 7,800 1,749 9,877 △2,218 15,098

四半期中の変動額    

 株式交換による増加    337

 別途積立金の取崩  △800 800 －  －

 剰余金の配当  △189 △189  △189

 利益処分による役員賞与  △32 △32  △32

 四半期純利益  45 45  45

 自己株式の取得   △0 △0

 自己株式の処分  △1,241 △1,241 2,207 966
 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 
（会社分割による承継） 

   

四半期中の変動額合計 － △800 △618 △1,418 2,207 1,127

平成18年６月30日残高 327 7,000 1,131 8,459 △11 16,225

 
 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 

平成18年３月31日残高 361 361 15,459

四半期中の変動額  

 株式交換による増加  337

 別途積立金の取崩  －

 剰余金の配当  △189

 利益処分による役員賞与  △32

 四半期純利益  45

 自己株式の取得  △0

 自己株式の処分  966
 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 
（会社分割による承継） 

△361 △361 △361

四半期中の変動額合計 △361 △361 766

平成18年６月30日残高 － － 16,225
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当四半期（平成20年３月第１四半期） 

（単位 百万円） 

株主資本 
資本剰余金 

 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高 3,159 4,617 4,617

四半期中の変動額  

 剰余金の配当  

 四半期純利益  

 自己株式の取得  

四半期中の変動額合計 － － －

平成19年６月30日残高 3,159 4,617 4,617

 

株主資本 
利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 

株主資本 
合計 

平成19年３月31日残高 327 7,000 989 8,317 △12 16,082

四半期中の変動額    

 剰余金の配当  △234 △234  △234

 四半期純利益  678 678  678

 自己株式の取得   △0 △0

四半期中の変動額合計 － － 444 444 △0 444

平成19年６月30日残高 327 7,000 1,433 8,761 △12 16,526

 

 
 
 
 

純資産合計 

平成19年３月31日残高 16,082

四半期中の変動額 

 剰余金の配当 △234

 四半期純利益 678

 自己株式の取得 △0

四半期中の変動額合計 444

平成19年６月30日残高 16,526
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前期（平成19年３月期） 

（単位 百万円） 

株主資本 
資本剰余金 

 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高 3,159 4,279 4,279

事業年度中の変動額  

 株式交換による増加 337 337

 別途積立金の取崩  

 剰余金の配当  

 利益処分による役員賞与  

 当期純利益  

 自己株式の取得  

 自己株式の処分  
 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 
（会社分割による承継） 

 

事業年度中の変動額合計 － 337 337

平成19年３月31日残高 3,159 4,617 4,617

 
株主資本 

利益剰余金 
その他利益剰余金 

 
利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金
利益剰余金合計

自己株式 
株主資本 
合計 

平成18年３月31日残高 327 7,800 1,749 9,877 △2,218 15,098

事業年度中の変動額    

 株式交換による増加    337

 別途積立金の取崩  △800 800 －  －

 剰余金の配当  △369 △369  △369

 利益処分による役員賞与  △32 △32  △32

 当期純利益  83 83  83

 自己株式の取得   △1 △1

 自己株式の処分  △1,241 △1,241 2,208 966
 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 
（会社分割による承継） 

   

事業年度中の変動額合計 － △800 △760 △1,560 2,206 984

平成19年３月31日残高 327 7,000 989 8,317 △12 16,082

 
 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 

平成18年３月31日残高 361 361 15,459

事業年度中の変動額  

 株式交換による増加  337

 別途積立金の取崩  －

 剰余金の配当  △369

 利益処分による役員賞与  △32

 当期純利益  83

 自己株式の取得  △1

 自己株式の処分  966
 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 
（会社分割による承継） 

△361 △361 △361

事業年度中の変動額合計 △361 △361 623

平成19年３月31日残高 － － 16,082
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（４）四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 
項目 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

   

(1)有価証券    

①子会社株式及び関連

会社株式 

移動平均法による原価法 同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

   

(1)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。 

器具備品 

 ３～10年 

同左 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

器具備品 

 ４～15年 

同左 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

器具備品 

 ４～15年 

(2)無形固定資産 定額法 

ただし、ソフトウェア（自

社利用分）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 

同左 

同左 

同左 

４．引当金の計上基準    

(1)役員賞与引当金        役員に対して支給する賞

与の支出に備えるため、

当事業年度における支給

見込額に基づき、当第１

四半期会計期間に見合う

分を計上しております。 

       

(2)賞与引当金 従業員の賞与の支出に備

えるため、支給見込額に

基づき計上しておりま

す。 

同左 同左 

(3)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基

づく四半期末要支給額を

計上しております。 

なお、当社は平成18年４

月１日に会社分割したこ

とに伴い、従来計上して

いた役員退職慰労引当金

の全額を新たに設立した

子会社に承継させており

ます。 

同左 役員の退職慰労金の支給

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。 

なお、当社は平成18年４

月１日に会社分割したこ

とに伴い、従来計上して

いた役員退職慰労引当金

の全額を新たに設立した

子会社に承継させており

ます。 

６．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のための

基本となる重要な事項 

   

(1)消費税の会計処理 税抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 
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（６）四半期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 

① 会計処理の変更 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

（貸借対照表の純資産の部に関する

会計基準） 

 当第１四半期会計期間から｢貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準｣（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び｢貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準の適用指針｣

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は16,255百万円であり

ます。 

 また、中間財務諸表等規則の改正

により、当第１四半期会計期間にお

ける四半期財務諸表は、改正後の中

間財務諸表等規則により作成してお

ります。 

 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当第１四半期会計期間から「企業

結合に係る会計基準」(企業会計審

議会 平成15年10月31日)及び「事

業分離等に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第７号)並びに

「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準適用指針第10

号)を適用しております。 

 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当第１四半期会計期間から、改正

後の「自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準」(企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準第１号)及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準適用指針第２号)を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当第１四半期会計期間にお

ける四半期財務諸表は、改正後の中

間財務諸表等規則により作成して

おります。 

         （貸借対照表の純資産の部に関する

会計基準） 

 当事業年度から｢貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準｣

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び

｢貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準の適用指針｣（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は16,082百万円であり

ます。 

 また、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表は、

改正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当事業年度から「企業結合に係る

会計基準」(企業会計審議会 平成

15年10月31日)及び「事業分離等に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第７号)並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」(企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会

計基準適用指針第10号)を適用して

おります。 

 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当事業年度から、改正後の「自己

株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準」(企業会計基準委員

会 終改正平成18年８月11日 

企業会計基準第１号)及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 終改正平成18年８

月11日 企業会計基準適用指針第

２号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表

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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② 表示方法の変更 

 

前年同四半期 当四半期 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  ) 
（四半期貸借対照表） 

 前第１四半期会計期間まで有形固定資産に属する科

目は区分掲記しておりましたが、資産の総額の100分の

５を超えるものがなくなったため、「有形固定資産」

として一括掲記することといたしました。なお、当第

１四半期会計期間末における有形固定資産に含まれて

いる資産の内訳は、「その他」(器具備品)３百万円で

あります。 

 「関係会社株式」は、前中間会計期間まで「投資有

価証券」に含めて表示しておりましたが、資産の総額

の100分の５を超えたため、区分掲記することといたし

ました。なお、前第１四半期会計期間末における「関

係会社株式」の金額は397百万円であります。 

 「関係会社出資金」は、前第１四半期会計期間まで

投資その他の資産の「その他」に含めて表示しており

ましたが、当第１四半期会計期間より当社は持株会社

に業態変更したことに伴い、関係会社への出資を明瞭

に表示するため、区分掲記することといたしました。

なお、前第１四半期会計期間末における「関係会社出

資金」の金額は１百万円であります。 

         

 

③ 追加情報 

 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 １ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 １ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

（持株会社への移行による業態変更

に伴損益計算書計上区分の変更） 

 当社は平成18年４月１日に分社

型新設分割の方法により会社分割

を実施し、新たに設立した株式会社

原信に営業のすべてを承継させ、持

株会社となりました。 

 この業態変更に伴い、損益計算書

の表示区分を次のとおり変更して

おりまうす。 

１ 平成18年４月１日以降に発生

した関係会社に対する経営指導

料収入ならびに受取配当金収入

を営業収益に計上しております。 

２ 平成18年４月１日以降に発生

した一般管理費を営業費用に計

上しております。 

         

 

 

 

 

 

（持株会社への移行による業態変更

に伴損益計算書計上区分の変更） 

 当社は平成18年４月１日に分社

型新設分割の方法により会社分割

を実施し、新たに設立した株式会社

原信に営業のすべてを承継させ、持

株会社となりました。 

 この業態変更に伴い、損益計算書

の表示区分を次のとおり変更して

おりまうす。 

１ 平成18年４月１日以降に発生

した関係会社に対する経営指導

料収入ならびに受取配当金収入

を営業収益に計上しております。 

２ 平成18年４月１日以降に発生

した一般管理費を営業費用に計

上しております。 

 


	 

