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１．平成19年６月中間期の連結業績 (平成19年１月１日～平成19年６月30日)

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)  

売上高 営業利益 経常利益 中間 (当期) 純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 461,563 △1.4 △2,247 － △5,480 － △6,915 －

18年６月中間期 467,945 △2.9 △1,357 － △4,282 － △54,029 －

18年12月期 960,861  3,222  △2,614  △55,792  

１株当たり中間
(当期) 純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益

円 銭 円 銭

19年６月中間期 △7 49 －  

18年６月中間期 △60 86 －  

18年12月期 △62 82 －  

 (参考) 持分法投資損益 19年６月中間期 △0百万円 18年６月中間期 △1百万円 18年12月期 17百万円

(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

19年６月中間期 537,010 47,013 8.7 △27 81

18年６月中間期 516,465 55,611 10.8 △27 48

18年12月期 547,922 53,691 9.8 △29 63

 (参考) 自己資本 19年６月中間期 46,982百万円 18年６月中間期 55,584百万円 18年12月期 53,662百万円

(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
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年６月中間期 △15,011 △4,897 13,377 64,405

18年６月中間期 △34,729 △2,098 △27,826 44,778

18年12月期 17,597 △14,840 △41,255 70,937

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － － 0 00

19年12月期 － － 0 00

19年12月期（予想） － － 0 00

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

(％表示は対前期増減率)  

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

通期 963,000 0.2 4,600 42.8 △2,400 － △5,900 － △6 34
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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)　有

新規 －社  除外 1社 (社名　㈱浜松クリエイション)

 (注) 詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2) 中間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 (中間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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、21ページ「中間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」をご覧ください。

(3) 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) 19年６月中間期 931,462,560株 18年６月中間期 889,486,797株 18年12月期 889,486,797株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 555,839株 18年６月中間期 1,784,497株 18年12月期 529,748株

 (注) １株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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３ページを参照して下さい。

 (参考) 個別業績の概要

１．平成19年６月中間期の個別業績 (平成19年１月１日～平成19年６月30日)

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率) 

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 330,851 △0.8 △1,262 － △3,254 － △5,666 －

18年６月中間期 333,535 1.3 △1,229 － △2,897 － △44,468 －

18年12月期 685,268  1,727  △1,683  △47,774  

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年６月中間期 △6 14

18年６月中間期 △50 02

18年12月期 △53 74

(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

19年６月中間期 504,943 56,556 11.2 △17 53

18年６月中間期 480,495 65,808 13.7 △15 96

18年12月期 504,420 61,890 12.3 △20 37

 (参考) 自己資本 19年６月中間期 56,554百万円 18年６月中間期 65,808百万円 18年12月期 61,889百万円

２．平成19年12月期の個別業績予想 (平成19年１月１日～平成19年12月31日)

(％表示は対前期増減率) 

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

通期 －  －  －  －  －  

 (注)　当社は平成19年12月の個別決算業績予想を開示していません。 
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１．経営成績
(1) 経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間における連結売上高は4,615億63百万円(前年同期比98.6％)、営業損失22億47百万円(前中間

連結会計期間は営業損失13億57百万円)、経常損失54億80百万円(同経常損失42億82百万円)、中間純損失は69億15百

万円(同中間純損失540億29百万円)となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

(小売事業)

　当中間連結会計期間においては、衣料品・耐久消費財など季節性の高い商品と専門店の売上高の伸び悩みにより、

利益目標の達成には至りませんでした。一方で、食品や消耗品などが比較的堅調で客数は増加いたしました。

また、品質の良い商品を常にお買い得な価格で提供する取り組みを始めたＨＢＡ・ペット用品・ベビー用品などは

継続して高い売上の伸びを示しています。

　上期は41店舗の既存店を改装し、生鮮食品・惣菜・ベーカリーなどの品揃えを充実し、大型店では衣料品のプラ

イベートブランドであるジョージのコーナー展開をいたしました。24時間営業店舗も前期末から21店舗増加して６

月末で283店舗となり、お客様にいつでもお買物していただける利便性の向上を進めました。また、全店への導入を

進めているウォルマートシステムは上期に新たに69店舗に導入が終了し、今年度中には西友グループ全店のシステ

ムが統一される見込です。

　これらの結果、売上高は4,602億18百万円(前年同期比98.6％)、営業損失32億70百万円(前中間連結会計期間は営

業損失23億19百万円)となりました。

(不動産事業)

　不動産事業においては新規テナントの誘致、駐車場ビジネスの拡大、施設管理費用の見直し等収益維持向上に努

めました。

　これらの結果、売上高は29億39百万円(前年同期比103.3％)、営業利益10億23百万円(前年同期比106.2％)となり

ました。

　概況に記載のとおり今年度中に西友グループ全店のシステムが統一される見込みです。これにより６社間のグルー

プシナジーを最大限に活用することが可能となります。。

　下期はインフラ整備を着実に進めると共に、成果が出ている取り組みの拡大を進めてまいります。

　通期の連結業績見通しは、売上高9,630億円、営業利益46億円、経常損失24億円、当期純損失59億円を見込んでい

ます。

(2) 財政状態に関する分析

(資産)

当中間連結会計期間末の総資産は5,370億10百万円となり、前連結会計年度末に比較し109億12百万円減少いたし

ました。

前連結会計年度末と比べて変動の大きかった主なものは、「現金及び預金」の減少81億31百万円、「受取手形及

び売掛金」の増加55億89百万円、「有形固定資産」の減少20億78百万円、「投資その他の資産」の減少12億82百

万円であります。

(負債)

当中間連結会計期間末の負債総額は4,899億96百万円となり、前連結会計年度末に比較し42億33百万円減少いたし

ました。

主な要因は、季節要因等により「支払手形及び買掛金」が154億35百万円減少した一方で、借入金の調達により有

利子負債が133億99百万円増加したことなどによるものです。

(純資産)

当中間連結会計期間末の純資産合計は470億13百万円となり、前連結会計年度末に比較し66億78百万円減少いたし

ました。

主な要因は、中間純損失69億15百万円の計上等によるものです。

この結果、自己資本比率は9.8％から8.7％に減少となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比較し65億31百万円減少し、

644億５百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前中間純損失59億53百万円に減価償却費76億98百万円などを

加える一方、売上債権の増加額55億89百万円、仕入債務の減少額154億35百万円などがあり、差し引き150億11百万円

㈱西友 (8268) 平成 19 年 12 月期中間決算短信

－ 3 －



の減少となりました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出等により48億97百万円の減少となりま

した。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は短期借入金の増加額191億77百万円、長期借入金の返済による支出112億

62百万円に対し、長期借入による収入74億66百万円があったことなどにより、差し引き133億77百万円の増加となり

ました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

 
平成15年

12月期

平成16年

12月期

平成17年

12月期

平成18年

12月期

平成19年６月

中間期

自己資本比率(％) 1.2 0.2 16.8 9.8 8.7

時価ベースの 

自己資本比率(％)
33.8 22.8 45.8 22.6 25.7

キャッシュ・フロー対

 有利子負債比率
8.7 - 36.3 17.9 -

インタレスト・カバレッジ・

 レシオ
- - 1.0 2.4 -

 (注)１．自己資本比率：自己資本／総資産

 　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 　　　　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

 　　２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しています。

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

 　　４．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用しています。

有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。また、利払いに

ついては連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しています。

５．キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスである期につ

きましては記載していません。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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

ものと考えております。

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

(4) 事業等のリスク

最近の有価証券報告書(平成19年３月30日提出)における記載から、新たに顕在化した速やかに伝達すべきリスクは

ありませんので、記載は省略いたします。

なお、当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（金融庁ホームページ ＥＤＩＮＥＴ）

 https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、子会社16社、関連会社１社で構成され、小売事業、不動産事業により生活の向上に役

立つ事業の展開を行っています。

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

アーズInc.が株式100％保有する持株会社であります。その他、兄弟会社ウォルマート　アドバイザリー　サービ

スInc.からマネジメント・サービスの提供を受けています。

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

事業の種類別セグメント 主な事業内容 主要な会社名 連結会社数 持分法適用会社数

綜合小売・スーパーマーケット事業 　㈱西友

◎㈱九州西友

◎㈱北海道西友

◎㈱エス・エス・ブイ

◎㈱サニー

小売事業 ◎㈱東北西友 15社 １社

惣菜事業 ◎㈱若菜　　他４社

専門店事業 ◎㈱ニジコム

輸出入・卸売事業 ◎㈱西友プロキュアメント

その他の小売業 ◎二光㈱　　　　他１社

□国分システムギフト㈱

不動産業 不動産賃貸業 ◎㈱エスシーシー　他１社 ２社 －

 ◎連結子会社　□持分法適用会社

企業集団についての事業の統計図は、次のとおりであります。

上記会社との経営上の重要な契約

技術受入契約

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

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

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

License Agreement:商標、ノウハウ、ソフトウェア、その他の独自の情報及び知的財産の使用権の供与
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３．経営方針
(1)会社の経営の基本方針、中長期的な会社の経営戦略、会社の対処すべき課題

　平成18年12月期決算短信(平成19年２月16日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しています。

　当該決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　　(当社ホームページ)

　　　http://www.seiyu.co.jp

(2)　目標とする経営指標

 　当社は持続的な成長と効率的な経営を行うための経営指標として、「既存店売上高前年比」の向上及び「売上高

販管費比率」の改善を重視しています。

「既存店売上高前年比」については、既存店の改装、24時間営業の拡大、品揃えの強化等によりお客様のニーズに

対応し、達成するよう努めています。また、「売上高販管費比率」については、継続的なコスト削減、経費構造の

見直しにより改善してまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

 
 

前中間連結会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金 ※２  47,412   65,188   73,320  

２　受取手形及び売掛金   17,120   24,022   18,432  

３　たな卸資産   46,241   50,028   51,664  

４　繰延税金資産   298   306   325  

５　その他   24,168   18,833   21,698  

６　貸倒引当金   △47   △23   △48  

流動資産合計   135,194 26.2  158,356 29.5  165,392 30.2

Ⅱ　固定資産           

(1)有形固定資産 ※１          

１　建物及び構築物 ※２  114,292   115,111   117,491  

２　土地 ※２  114,523   116,100   116,479  

３　その他   12,845   11,472   10,791  

有形固定資産合計   241,661 46.8  242,684 45.2  244,763 44.7

(2)無形固定資産           

１　連結調整勘定   816   －   668  

２  のれん   －   520   －  

３　その他   7,065   6,079   6,446  

無形固定資産合計   7,881 1.5  6,599 1.2  7,115 1.3

(3)投資その他の資産           

１　投資有価証券 ※２  12,531   10,362   11,519  

２　長期貸付金 ※２  46,700   42,345   44,674  

３　敷金・保証金 ※２  66,173   66,949   67,961  

４　繰延税金資産   647   606   823  

５　その他   10,699   13,893   10,735  

６　貸倒引当金   △5,025   △4,788   △5,063  

投資その他の資産
合計 

  131,727 25.5  129,369 24.1  130,651 23.8

固定資産合計   381,271 73.8  378,653 70.5  382,529 69.8

資産合計   516,465 100.0  537,010 100.0  547,922 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形及び買掛金   54,664   86,773   102,208  

２　短期借入金 ※２  34,221   55,233   32,700  

３　一年内償還予定社債   4,000   1,600   2,000  

４　コマーシャル・ペー
パー

  29,800   36,400   41,400  

５　未払法人税等   1,245   1,037   1,677  

６　賞与引当金   1,744   1,756   486  

７　その他 ※２  24,807   27,610   28,188  

流動負債合計   150,484 29.1  210,410 39.2  208,661 38.1

Ⅱ　固定負債           

１　社債   1,600   －   1,600  

２　長期借入金 ※２  260,375   235,372   237,505  

３　繰延税金負債   1,248   1,163   789  

４　再評価に係る
  　繰延税金負債

  3,327   3,327   3,327  

５　退職給付引当金   14,856   13,892   14,490  

６　役員退職慰労引当金   112   20   125  

７　その他 ※２  28,849   25,809   27,730  

固定負債合計   310,369 60.1  279,586 52.0  285,568 52.1

負債合計   460,853 89.2  489,996 91.2  494,230 90.2

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   129,895 25.1  64,539 12.0  129,895 23.7

２　資本剰余金   77,531 15.0  1,470 0.3  77,706 14.1

３　利益剰余金   △148,811 △28.8  △17,253 △3.2  △151,930 △27.7

４　自己株式   △257 △0.0  △174 △0.0  △170 △0.0

株主資本合計   58,357 11.3  48,582 9.1  55,501 10.1

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価
差額金

  1,054 0.2  648 0.1  452 0.1

２　繰延ヘッジ損益   － －  △129 △0.0  △172 0.0

３　土地再評価差額金   △3,475 △0.7  △2,118 △0.4  △2,118 △0.4

４　為替換算調整勘定   △352 △0.1  － －  － －

評価・換算差額等合計   △2,773 △0.5  △1,599 △0.3  △1,838 △0.3

Ⅲ　新株予約権   － －  2 0.0  1 0.0

Ⅳ　少数株主持分   27 0.0  28 0.0  27 0.0

　純資産合計   55,611 10.8  47,013 8.8  53,691 9.8

　負債純資産合計   516,465 100.0  537,010 100.0  547,922 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

 
 

前中間連結会計期間

  (自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

  (自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

  (自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   467,945 100.0  461,563 100.0  960,861 100.0

Ⅱ　売上原価   351,348 75.1  346,483 75.1  720,260 75.0

売上総利益   116,597 24.9  115,080 24.9  240,600 25.0

Ⅲ　営業収入   17,383 3.7  17,591 3.8  35,269 3.7

営業総利益   133,980 28.6  132,671 28.7  275,870 28.7

Ⅳ　販売費及び一般管理費           

１　従業員給料・賞与  46,745   47,404   92,639   

２　借地借家料  24,286   23,849   48,900   

３　その他  64,306 135,338 28.9 63,665 134,919 29.2 131,108 272,648 28.4

  営業利益又は
  営業損失(△)

  △1,357 △0.3  △2,247 △0.5  3,222 0.3

Ⅴ　営業外収益           

１　受取利息  331   320   638   

２　受取配当金  59   50   89   

３　雑収入  530 921 0.2 329 700 0.2 1,160 1,888 0.1

Ⅵ　営業外費用           

１　支払利息  3,497   3,436   7,100   

２　コマーシャル・ペー
パー利息

 120   275   201   

３　持分法による
  投資損失　

 1   －   －   

４　雑損失  228 3,847 0.8 222 3,933 0.9 423 7,725 0.8

  経常損失   4,282 △0.9  5,480 △1.2  2,614 △0.3

Ⅶ　特別利益           

１　固定資産売却益  －   －   2   

２　投資有価証券売却益  49   495   49   

３　営業補償金  85   －   －   

４　借入債務消却益  －   －   1,100   

５　その他  75 211 0.0 216 712 0.2 198 1,351 0.1
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前中間連結会計期間

  (自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

  (自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

  (自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅷ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※１ 278   188   814   

２　貸倒引当金繰入額  457   －   514   

３　店舗解約損  －   193   －   

４　減損損失 ※２ 47,595   564   49,289   

５　その他  1,437 49,769 10.6 238 1,185 0.3 3,029 53,647 5.6

税金等調整前中間(当
期)純損失

  53,840 △11.5  5,953 △1.3  54,911 △5.7

法人税、住民税及び
事業税

 705   485   1,650   

法人税等調整額  △517 187 0.0 476 961 0.2 △769 880 0.1

少数株主利益   0 0.0  0 0.0  0 0.0

中間(当期)純損失   54,029 △11.5  6,915 △1.5  55,792 △5.8
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間(自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30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17年12月31日残高　(百万円) 129,895 77,531 △95,031 △248 112,147

中間連結会計期間中の変動額

利益処分による

役員賞与   △2  △2

中間純利益(△損失)   △54,029  △54,029

土地再評価差額金 

取崩額   251  251

自己株式の取得    △9 △9

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額）      

中間連結会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　(百万円) － － △53,779 △9 △53,789

平成18年６月30日残高  (百万円) 129,895 77,531 △148,811 △257 58,357

 

評価・換算差額等

少数株主

持分

純資産合計
その他有価証

券評価差額金

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成17年12月31日残高 (百万円) 890 △3,223 △374 △2,707 27 109,467

中間連結会計期間中の変動額

利益処分による

役員賞与 △2

中間純利益(△損失) △54,029

土地再評価差額金

取崩額 251

自己株式の取得 △9

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額） 163 △251 21 △66 0 △65

中間連結会計期間中の変動額合計

 　　　　　　　　　　 (百万円) 163 △251 21 △66 0 △53,855

平成18年６月30日残高 (百万円) 1,054 △3,475 △352 △2,773 27 55,611
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当中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30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12月31日残高

 (百万円) 129,895 77,706 △151,930 △170 55,501

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益(△損失)   △6,915  △6,915

減資(欠損填補)　(注１) △65,355  65,355  －

資本剰余金の取崩

(欠損填補)　(注２)  △76,236 76,236  －

新株の発行 0    0

自己株式の取得    △3 △3

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額（純

額）      

中間連結会計期間中の

変動額合計　 (百万円) △65,355 △76,236 134,676 △3 △6,919

平成19年６月30日残高 

(百万円) 64,539 1,470 △17,253 △174 48,582

 

評価・換算差額等

少数株主

持分

純資産合計
その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

新株

予約権

平成18年12月31日残高

 (百万円) 452 △172 △2,118 △1,838 1 27 53,691

中間連結会計期間中の変動額

中間純利益(△損失) △6,915

減資(欠損填補)　(注１) －

資本剰余金の取崩

(欠損填補)　(注２) －

新株の発行 0

自己株式の取得 △3

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額（純

額） 196 42 － 239 1 0 241

中間連結会計期間中の

変動額合計 (百万円) 196 42 － 239 1 0 △6,678

平成19年６月30日残高 

(百万円) 648 △129 △2,118 △1,599 2 28 47,013

(注)１．平成19年３月28日開催の定時株主総会の決議によるものであります。

    ２．平成19年２月16日開催の取締役会決議によるものであります。
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日) 

 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高 

 (百万円) 129,895 77,531 △95,031 △248 112,147

連結会計年度中の変動額

利益処分による

役員賞与   △2  △2

当期純利益(△損失)   △55,792  △55,792

土地再評価差額金 

取崩額   △1,104  △1,104

自己株式の取得    △15 △15

自己株式の処分  175  93 268

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額）      

連結会計年度中の

変動額合計 　(百万円) － 175 △56,898 77 △56,645

平成18年12月31日残高

 (百万円) 129,895 77,706 △151,930 △170 55,501

 

評価・換算差額等

少数株主

持分

純資産合計その他有

価証券評

価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

新株

予約権

平成17年12月31日残高 

 (百万円) 890 － △3,223 △374 △2,707 － 27 109,467

連結会計年度中の変動額

利益処分による

役員賞与 △2

当期純利益(△損失) △55,792

土地再評価差額金

取崩額 △1,104

自己株式の取得 △15

自己株式の処分 268

株主資本以外の項目の連結会

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

連結会計年度中の

変動額合計 (百万円) △438 △172 1,104 374 868 1 0 △55,775

平成18年12月31日残高 

 (百万円) 452 △172 △2,118 － △1,838 1 27 53,691
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
 

前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

    

税金等調整前中間(当期)純損失  △53,840 △5,953 △54,911

減価償却費  7,447 7,698 15,712

減損損失  47,595 564 49,289

連結調整勘定償却額  189 － 338

のれん償却額  － 148 －

貸倒引当金の増減額  431 △300 471

退職給付引当金の増減額  △512 △598 △865

賞与引当金の増減額  1,328 1,269 70

受取利息及び受取配当金  △391 △371 △728

支払利息及びコマーシャル・ペーパー
利息

 3,617 3,711 7,302

持分法による投資損益  1 － △17

投資有価証券売却損益  △38 △495 △38

固定資産の除売却損益  202 149 479

売上債権の増減額  9,233 △5,589 7,920

たな卸資産の増減額  4,384 1,636 △1,038

仕入債務の増減額  △50,850 △15,435 △3,306

その他  1,330 3,466 6,079

小計  △29,870 △10,099 26,757

利息及び配当金の受取額  388 351 724

利息の支払額  △3,648 △3,764 △7,274

法人税等の支払額  △1,599 △1,498 △2,609

営業活動による
キャッシュ・フロー

 △34,729 △15,011 17,597

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

    

定期預金の増減額  3,999 300 3,599

投資有価証券の取得による支出  △84 △1 △84

投資有価証券の売却による収入  338 1,766 354

有形固定資産の取得による支出  △6,200 △5,083 △14,564

有形固定資産の売却による収入  1,576 － 1,931

長期貸付金の回収による収入  794 369 △1,739

短期貸付金の増減額  － － 10

敷金・保証金の支出  △136 △75 △139

敷金・保証金の回収による収入  647 825 1,385

預り協力保証金による収入  253 114 467

預り協力保証金の返還による支出  △764 △610 △1,272

その他  △2,522 △2,502 △8,267

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △2,098 △4,897 △14,840

㈱西友 (8268) 平成 19 年 12 月期中間決算短信

－ 14 －



 
 

前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

短期借入金の増減額  △18,740 19,177 △9,490

長期借入による収入  69,772 7,466 82,969

長期借入金の返済による支出  △78,429 △11,262 △112,568

社債の発行による収入  1,580 － 1,580

社債の償還による支出  △2,000 △2,000 △4,000

自己株売却による収入  － － 268

その他  △9 △3 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー  △27,826 13,377 △41,255

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  0 － 1

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  △64,654 △6,531 △38,496

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  109,433 70,937 109,433

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末

    (期末)残高
 44,778 64,405 70,937
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

１　連結の範囲に関する

事項

すべての子会社を連結しています。

連結子会社　　　　　　　　18社

すべての子会社を連結しています。

連結子会社　　　　　　　　16社

すべての子会社を連結しています。

連結子会社　　　　　　　　17社

 主要な連結子会社の名称

㈱エス・エス・ブイ

㈱若菜

㈱九州西友

㈱北海道西友

㈱サニー

㈱東北西友

二光㈱

 

 

主要な連結子会社の名称

㈱エス・エス・ブイ

㈱若菜

㈱九州西友

㈱北海道西友

㈱サニー

㈱東北西友

二光㈱

㈱浜松クリエイションは㈱エスシー

シーと合併したため当中間連結会計

期間より連結の範囲から除外しまし

た。 

 

主要な連結子会社名は「企業集団の

状況」に記載しているため、省略し

ています。

SEIYU HOLDINGS PTE LTDは会社清算

のため当連結会計年度において連結

範囲から除外しました。

２　持分法の適用に関す

る事項

(1) 持分法を適用した関連会社

関連会社　　　　　　　１社

(1) 持分法を適用した関連会社

同左

(1) 持分法を適用した関連会社

同左

 主要な会社の名称

国分システムギフト㈱

 

 

 

 

 (2) 持分法を適用しない関連会社の

名称

 (2) 持分法を適用しない関連会社の

名称

 ㈱サンシャイントーク ───── ㈱サンシャイントーク

 (3) 持分法を適用しない理由

持分法を適用しない関連会社は、

中間連結純損益及び連結利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、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

外しました。

 

 

(3) 持分法を適用しない理由

持分法を適用しない関連会社は、

連結純損益及び連結利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、

重要性がないため、持分法の適

用から除外しました。
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

３　連結子会社の中間決

算日（決算日）等に

関する事項

以下の連結子会社の中間決算日は当

社とは異なりますが、当中間連結財

務諸表の作成に当たっては各社の中

間決算日現在の財務諸表を使用し、

中間連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調

整を行っています。

───── ─────

 ５月31日

 SEIYU HOLDINGS PTE LTD

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) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

 その他有価証券

・時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）

その他有価証券

・時価のあるもの

同左

その他有価証券

・時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

 ・時価のないもの

主として移動平均法による原

価法

・時価のないもの

同左

・時価のないもの

同左

 デリバティブ取引

時価法

デリバティブ取引

同左

デリバティブ取引

同左

 たな卸資産

主たる商品

売価還元法による原価法

なお、一部の連結子会社に

ついては個別法による原価

法等で処理しています。

たな卸資産

商品

生鮮商品を除く商品は売価

還元法による原価法

なお、一部の連結子会社に

ついては個別法による原価

法等で処理しています。

たな卸資産

商品

同左

 生鮮商品

主に最終仕入原価法による

原価法

─────

生鮮商品は主に最終仕入原

価法による原価法

 

物流センター在庫は主に移

動平均法による原価法

 

 

 貯蔵品

最終仕入原価法による原価

法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

 有形固定資産

主として定率法

ただし、一部の連結子会社に

ついては定額法で処理してい

ます。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりです。

有形固定資産

同左

有形固定資産

主として定率法

ただし、一部の連結子会社に

ついては定額法で処理してい

ます。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりです。

 建物及び構築物　　６～50年

その他　　　　　　３～20年

 

 

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４

月１日以後に取得した有形固定

資産については、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に

変更しています。

これにより、営業損失、経常損

失及び税金等調整前中間純損失

は、それぞれ14百万円増加して

います。

建物及び構築物　　６～50年

その他　　　　　　３～20年

 無形固定資産

定額法

なお、無形固定資産の「その

他」に含めて計上している自

社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法

によっています。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

 (3) 繰延資産の処理方法

社債発行費

支出時に全額費用として処理

しています。 

(3) 繰延資産の処理方法

─────

(3) 繰延資産の処理方法

社債発行費

支出時に全額費用として処理

しています。 

 (4) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は、貸倒実績率に基づき、貸

倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計

上しています。

(4) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

(4) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

に充てるため、主として支給

見込額に基づき計上していま

す。

賞与引当金

同左

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

に充てるため、主として支給

見込額に基づき計上していま

す。

 当社及び一部の連結子会社

は,業績連動型賞与について、

将来支給見込額のうち、当中

間連結会計期間に属する部分

を賞与引当金として計上して

います。

㈱西友 (8268) 平成 19 年 12 月期中間決算短信

－ 18 －



項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

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

しています。

数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

による定額法により翌連結会

計年度から費用処理すること

としています。

また、過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により発生

年度から費用処理することと

しています。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

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

しています。

数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

(主に10年)による定額法によ

り翌連結会計年度から費用処

理することとしています。

また、過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(５年)による定額法によ

り発生年度から費用処理する

こととしています。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当連結会

計年度末において発生してい

ると認められる額を計上して

います。

数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

(主に10年)による定額法によ

り翌連結会計年度から費用処

理することとしています。

また、過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(５年)による定額法によ

り発生年度から費用処理する

こととしています。

 役員退職慰労引当金

一部の連結子会社については、

役員の退職により支給する退

職慰労金に充てるため、内規

に基づく中間連結会計期間末

の要支給額を計上しています。

役員退職慰労引当金

同左

役員退職慰労引当金

一部の連結子会社については、

役員の退職により支給する退

職慰労金に充てるため、内規

に基づく期末の要支給額を計

上しています。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ています。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用していま

す。なお、為替予約取引につい

て振当処理の要件を満たしてい

る場合は振当処理を、金利ス

ワップについては特例処理の要

件を満たしている場合は特例処

理を採用しています。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

 ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引並びに金利リ

スクを回避するためのス

ワップ取引

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

 ヘッジ対象

外貨建営業債務及び借入金

の支払金利

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

 ヘッジ方針

リスク管理方針に基づき、為

替変動リスク及び金利変動リ

スクをヘッジすることとして

います。

ヘッジ方針

同左

ヘッジ方針

同左

 ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累

計とヘッジ手段の相場変動又

はキャッシュ・フロー変動の

累計を比較し、その変動額の

比率によって有効性を評価し

ています。

ただし、特例処理によってい

るスワップについては、有効

性の評価を省略しています。

ヘッジ有効性評価の方法

同左

ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (7) 在外子会社等の採用する会計処

理基準

在外子会社等の採用する会計処

理基準は、現地において一般に

公正妥当と認められている会計

処理基準に従っています。

(7) 在外子会社等の採用する会計処

理基準

─────

(7) 在外子会社等の採用する会計処

理基準

在外子会社等の採用する会計処

理基準は、現地において一般に

公正妥当と認められている会計

処理基準に従っています。

 (8) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっています。

(8) 消費税等の会計処理

同左

(8) 消費税等の会計処理

同左

 ５　中間連結キャッシュ

 　  ・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

現金及び預金（預入期間が３ヶ月を

超える定期預金を除く）並びに取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資で、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わないものを計上

しています。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
前中間連結会計期間

 (自　平成18年１月１日
   至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
 (自　平成19年１月１日
   至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年12月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準)

　当中間連結会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準 (「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」(企業会計審議会　平

成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日)を適用しています。

　これにより従来の方法によった場合と比べ、

営業損失、経常損失はそれぞれ1,444百万円減少

し、税金等調整前中間純損失は46,151百万円増

加しています。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

中間連結財務諸表規則に基づき当該各資産の金

額から直接控除しています。

───── (固定資産の減損に係る会計基準)

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る

会計基準 (「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」(企業会計審議会　平成14

年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第６

号 平成15年10月31日)を適用しています。

　これにより従来の方法によった場合と比べ、

2,886百万円営業利益は増加し、経常損失は減少

しています。税金等調整前当期純損失は 46,402

百万円増加しています。

　なお、減損損失累計額については、改正後の

連結財務諸表規則に基づき当該各資産の金額か

ら直接控除しています。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準) 

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基

準第５号　平成17年12月９日)及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」(企業会計基準適用指針第８号　平成17年

12月９日)を適用しています。 

　従来の資本の部の合計に相当する金額は55,584

百万円であります。 

　なお、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結貸借対照

表の純資産の部については、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しています。

───── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準) 

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第

５号　平成17年12月９日)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第８号　平成17年12

月９日)を適用しています。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は53,835

百万円であります。 

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連

結会計年度における連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しています。

───── ───── (ストック・オプション等に関する会計基準)

　当連結会計年度より、「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準」(企業会計基準第８号　

平成17年12月27日)及び「ストック・オプション

等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第11号　平成18年５月31日)を適用して

います。

　これにより営業利益は１百万円減少し、経常

損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ1百

万円増加しています。 
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

─────  (中間連結貸借対照表)

中間連結財務諸表規則の改正により「連結調整勘定」は、当中間連

結会計期間から「のれん」として表示しています。

 (中間連結損益計算書)

前中間連結会計期間において区分掲記していました特別損失の「投

資有価証券評価損」は、その金額に重要性が無いため「その他」に

含めて表示しています。なお、当中間連結会計期間の「投資有価証

券評価損」は１百万円であります。

(中間連結損益計算書)

前中間連結会計期間において区分掲記していました営業外費用の

「持分法による投資損失」は、その金額に重要性が無いため「雑損

失」に含めて表示しています。なお、当中間連結会計期間の「持分

法による投資損失」は０百万円であります。

─────  (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

中間連結財務諸表規則の改正により「連結調整勘定償却額」は、当

中間連結会計期間から「のれん償却額」として表示しています。

 前中間連結会計期間において区分掲記していました営業活動による

キャッシュ・フローの「持分法による投資損益」は、その金額に重

要性が無いため「その他」に含めて表示しています。なお、当中間

連結会計期間の「持分法による投資損益」は０百万円であります。

追加情報

前中間連結会計期間
  (自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
  (自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
  (自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日)

───── ───── ─────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
(平成18年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

前連結会計年度末
(平成18年12月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額

       245,690百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

  255,780百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

 250,573百万円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

資産の種類 金額（百万円）

現金及び預金 500

建物及び構築物 43,020

土地    80,368

投資有価証券 2,912

長期貸付金 220

敷金・保証金 60

合計 127,080

資産の種類 金額（百万円）

現金及び預金  533

建物及び構築物     42,462

土地        79,045

投資有価証券     632

長期貸付金 200

敷金・保証金 60

合計 122,933

資産の種類 金額（百万円）

現金及び預金 533

建物及び構築物 　      43,845

土地          79,416

投資有価証券           807

長期貸付金 210

敷金・保証金  60

合計          124,872

上記物件は、短期借入金4,244百万円、

長期借入金112,678百万円、固定負債の

「その他」2,702百万円及び輸入信用状

の開設限度額30百万円に対する担保に供

しています。

上記物件は、短期借入金4,222百万円、

長期借入金109,028百万円、流動負債の

「その他」150百万円、固定負債の「そ

の他」3,138百万円及び輸入信用状の開

設限度額30百万円に対する担保に供して

います。

上記物件は、短期借入金 3,987百万円、

長期借入金111,056百万円、固定負債の

「その他」3,409百万円及び輸入信用状

の開設限度額30百万円に対する担保に供

しています。

　３　偶発債務

(1) 債務保証

　３　偶発債務

(1) 債務保証

　３　偶発債務

(1) 債務保証

土地買取契約に対する

保証額
4,875百万円

久留米南ショッピング

センター(協)の福岡

県中小企業高度化資金

借入金に対する保証額

   518　〃

従業員の住宅ローン等

の借入金に対する保証

額

   157　〃

計 5,550　〃

土地買取契約に対する

保証額
4,875百万円

久留米南ショッピング

センター(協)の福岡

県中小企業高度化資金

借入金に対する保証額

　471　〃

従業員の住宅ローン等

の借入金に対する保証

額

 131  〃

計 5,477  〃

土地買取契約に対する

保証額
4,875百万円

久留米南ショッピング

センター(協)の福岡

県中小企業高度化資金

借入金に対する保証額

518　〃

従業員の住宅ローン等

の借入金に対する保証

額

146　〃

計 5,540　〃

(2) 保証予約 (2) 保証予約 (2) 保証予約

(協)宇土市ショッピン

グセンターの銀行借入

金に対する保証予約額

145百万円

計 145　〃

(協)宇土市ショッピン

グセンターの銀行借入

金に対する保証予約額

121百万円

計 121　〃

(協)宇土市ショッピン

グセンターの銀行借入

金に対する保証予約額

 133百万円

計 133　〃
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
  (自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
  (自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
  (自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日)

※１　この内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 103百万円

閉鎖店舗等除却費用 111 〃

その他  63 〃

　計 278 〃

※１　この内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 97百万円

閉鎖店舗等除却費用 39 〃

その他 52 〃

　計 188 〃

※１　この内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 138 百万円

閉鎖店舗等除却費用 423 〃

その他 252 〃

　計 814 〃

※２　減損損失

  当社グループは、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として、店舗を基本単位とし

て資産のグルーピングをしています。営業活

動から生ずる損益が継続してマイナスである

資産グループ及び閉鎖店舗等の遊休資産等に

ついて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し

て、当該減少額を減損損失として特別損失に

計上しています。

  なお、当資産グループの回収可能価額は、

正味売却価額または使用価値により測定して

います。正味売却価額は、土地については、

路線価及び不動産鑑定評価等を基に算出した

金額によっています。その他の固定資産につ

いては合理的な見積もりによっています。ま

た、使用価値は将来キャッシュ・フローを４％

で割引いて算出しています。

(１)減損を認識した資産グループの概要

　　　　　　　　　　　　　 (単位：百万円)

用途 種類 地域 物件数 金額

店舗
 土地及

び建物等

北海道

東北
17 7,966

関東 28 7,391

中部 

東海 
30 5,393

関西 9 8,355

九州 21 2,681

遊休資

産等

 土地及

び建物等
関東他 50 15,806

合計 155 47,595

(２)固定資産の種類ごとの当該金額の内訳

 (単位：百万円)

固定資産の種類 金額

建物及び構築物 26,403

土地 16,157

その他有形固定資産 2,474

無形固定資産 745

投資その他の資産 623

リース資産 1,190

合計 47,595

※２　減損損失

　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)減損を認識した資産グループの概要

　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

用途 種類 地域 物件数 金額

 店舗
 土地及

び建物等

関東 1 4

中部 

東海 
1 134

遊休資

産等
 土地 関東 2 425

合計 4 564

 

 

 

 

(２)固定資産の種類ごとの当該金額の内訳

 (単位：百万円)

固定資産の種類 金額

建物及び構築物 73

土地 481

その他有形固定資産 5

無形固定資産 0

リース資産 4

合計 564

※２　減損損失

　同左

　　　　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (１)減損を認識した資産グループの概要

　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

用途 種類 地域 物件数 金額

店舗
 土地及

び建物等

北海道

 東北
 17 7,971

関東 31 7,619

中部 

 東海 
30 5,715

関西 13 9,422

九州 21 2,717

遊休資

産等

 土地及

び建物等
関東他 58 15,842

合計 170 49,289

 (２)固定資産の種類ごとの当該金額の内訳

                            (単位：百万円)

固定資産の種類 金額

建物及び構築物 27,654

土地 16,198

その他有形固定資産 2,494

無形固定資産 995

投資その他の資産 714

リース資産 1,233

合計 49,289
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間　(自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日)

 　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 
前連結会計年度末

株式数(株)

当中間連結会計期間

増加株式数(株)

当中間連結会計期間

減少株式数(株)

当中間連結会計期間末

株式数(株)

 発行済株式数

 普通株式 889,486,797 － － 889,486,797

 Ａ種優先株式 8,000,000 － － 8,000,000

 Ｂ種優先株式 12,000,000 － － 12,000,000

 Ｃ種優先株式 12,000,000 － － 12,000,000

 Ｄ種優先株式 48,000,000 － － 48,000,000

合計 969,486,797 － － 969,486,797

 自己株式

 普通株式　(注) 1,752,784 31,713 － 1,784,497

合計 1,752,784 31,713 － 1,784,497

 (注)普通株式の自己株式数の増加31,713株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当中間連結会計期間　(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 
前連結会計年度末

株式数(株)

当中間連結会計期間

増加株式数(株)

当中間連結会計期間

減少株式数(株)

当中間連結会計期間末

株式数(株)

 発行済株式数

 普通株式 　(注)１ 889,486,797 41,975,763 － 931,462,560

 Ａ種優先株式 8,000,000 － － 8,000,000

 Ｂ種優先株式 12,000,000 － － 12,000,000

 Ｃ種優先株式 12,000,000 － － 12,000,000

 Ｄ種優先株式 48,000,000 － － 48,000,000

合計 969,486,797 41,975,763 － 1,011,462,560

 自己株式

 普通株式　(注)２ 529,748 26,091 － 555,839

 Ｂ種優先株式　(注)３

 
－ 7,125,000 － 7,125,000

合計 529,748 7,151,091 － 7,680,839

 (注)１．普通株式の増加41,975,763株は、Ｂ種優先株式を普通株式に転換(優先株式を取得し、引換えに普通株式を交付)による

 　　　　41,911,763株増加と、ストック・オプションの行使による64,000株増加であります。

     ２．普通株式の自己株式数の増加26,091株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　　３．Ｂ種優先株式の自己株式数の増加7,125,000株は株式会社みずほコーポレート銀行による取得請求権の行使による増加であります。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式数（株) 当中間連結会計

期間末残高

(百万円)

前連結会計

年度末

当中間連結会計

期間増加

当中間連結会計

期間減少

当中間連結

会計期間末

提出会社

 (親会社)

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

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 2

合計 － 538,687,636 － － 538,687,636 2
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前連結会計年度　(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 
前連結会計年度末

株式数(株)

当連結会計年度

増加株式数(株)

当連結会計年度

減少株式数(株)

当連結会計年度末

株式数(株)

 発行済株式数

 普通株式 889,486,797 － － 889,486,797

 Ａ種優先株式 8,000,000 － － 8,000,000

 Ｂ種優先株式 12,000,000 － － 12,000,000

 Ｃ種優先株式 12,000,000 － － 12,000,000

 Ｄ種優先株式 48,000,000 － － 48,000,000

合計 969,486,797 － － 969,486,797

 自己株式

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

合計 1,752,784 62,264 1,285,300 529,748

 (注)普通株式の自己株式数の増加62,264株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　　自己株式数の減少1,285,300株は売却による減少であります。

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式数（株) 当連結会計年

度末残高

(百万円)

前連結会計

年度末

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

(親会社)

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

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 1

合計 － 538,687,636 － － 538,687,636 1

(注)上記ストック・オプションとしての新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数については、(ストック・オプション等関係)記載　

　  しております。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
  (自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
  (自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
  (自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定    47,412百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△2,633　〃

現金及び現金同等物 44,778　〃

現金及び預金勘定 65,188百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△783　〃

現金及び現金同等物 64,405　〃

現金及び預金勘定 73,320百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△2,383　〃

現金及び現金同等物 70,937　〃
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
  (自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
  (自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日)

前連結会計年度
  (自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

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

借主側 借主側 借主側

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

 (単位：百万円)

(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

び中間期末残高相当額

 (単位：百万円)

(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 

 (単位：百万円)

 
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 

中間
期末残高

相当額

有形固
定資産
その他

22,216 12,477 953 8,786

 
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

中間
期末残高

相当額

有形固
定資産
その他

18,419 9,352 801 8,265

 
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

有形固
定資産
その他

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

（注）有形固定資産その他の主なものは、工

具器具備品であります。

（注）有形固定資産その他の主なものは、工

具器具備品であります。

（注）有形固定資産その他の主なものは、

工具器具備品であります。

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

  未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

  未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

１年内   3,259百万円

１年超     6,340　〃

計       9,599　〃

リース資産減損

勘定の残高
727百万円

１年内  2,590百万円

１年超   6,340　〃

計  8,931　〃

リース資産減損

勘定の残高
453百万円

１年内 2,745百万円

１年超      5,607　〃

計 8,353　〃

リース資産減損

勘定の残高
617百万円

(3) 支払リース料、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

(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 2,193百万円

・リース資産減損勘

  定の取崩額
252　〃

・減価償却費相当額      2,122　〃

・支払利息相当額    134　〃

・減損損失 980　〃

・支払リース料 1,770百万円

・リース資産減損勘

  定の取崩額
337　〃

・減価償却費相当額   1,502　〃

・支払利息相当額 147　〃

・減損損失 4　〃

・支払リース料 4,110百万円

・リース資産減損勘

　定の取崩額
     418　〃

・減価償却費相当額 3,520　〃

・支払利息相当額 247　〃

・減損損失 1,035　〃

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっています。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額の差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については利息法によっていま

す。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

１年内      10,803百万円

１年超  93,704　〃

計  104,507　〃

１年内 10,888百万円

１年超 86,907　〃

計 97,796　〃

１年内 10,972百万円

１年超 92,442　〃

計 103,415　〃
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年６月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

株式 6,408 8,181 1,772

２　時価評価されていない主な有価証券

種類 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 3,277

その他 1,032

合計 4,309

子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 40

当中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

株式 5,962 7,051 1,089

２　時価評価されていない主な有価証券

種類 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 3,259

合計 3,259

子会社株式及び関連会社株式

関連会社株式 51
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前連結会計年度末（平成18年12月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 6,408 7,169 760

２　時価評価されていない主な有価証券

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 3,259

その他 1,032

合計 4,291

子会社株式及び関連会社株式

関連会社株式 58

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連

区分 種類

前中間連結会計期間末
(平成18年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

前連結会計年度末
(平成18年12月31日)

契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引

以外の取

引

金利スワップ

取引（受取変

動・支払固

定）

24,866 △49 △49 32,046 △17 △17 47,446 △44 △44

合計 24,866 △49 △49 32,046 △17 △17 47,446 △44 △44

　 (注) １　時価の算定方法

取引金融機関から提示された価格によっています。

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いています。
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（ストック・オプション等関係）

 前中間連結会計期間　(自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日)

 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

 (１)ストック・オプションの内容

会社名 

決議年月日

提出会社

平成18年３月29日

付与対象者の区分及び数 当社執行役 ９名

ストック・オプション数　（注） 普通株式 208,000株

付与日 平成18年４月１日 

権利確定条件
権利確定条件は付されておりま

せん。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めはありませ

ん。 

権利行使期間
平成18年４月１日～

平成28年３月31日

 （注）株式数に換算して記載しています。

 (２)ストック・オプションの規模及びその変動状況

   ①ストック・オプションの数　　　　　　　　　　　　　(単位：株)

　決議年月日 平成18年３月29日 

  権利確定後　  

  前連結会計年度末 －

  権利確定 208,000

  権利行使 －

  失効 －

  未行使残 208,000

   ②単価情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)

　決議年月日 平成18年３月29日 

  権利行使価格　 1

  行使時平均株価 －

　付与日における公正評価単価 －
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 当中間連結会計期間　(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

 1. ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における中間連結財務諸表への影響額

  　　販売費及び一般管理費のその他　　　　　１百万円

 前連結会計年度　(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

 (１)ストック・オプションの内容

会社名

決議月日

 

提出会社

平成17年３月30日

第６回

提出会社

平成18年３月29日

第７回

提出会社

平成18年３月29日

第８回

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

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

付与日 平成17年４月１日 平成18年４月１日 平成18年８月22日

権利確定条件
権利確定条件は付され

ておりません。 

権利確定条件は付され

ておりません。 

権利確定条件は付され

ておりません。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定めは

ありません。 

対象勤務期間の定めは

ありません。 

対象勤務期間の定めは

ありません。 

権利行使期間
平成17年４月１日～

平成27年３月31日

平成18年４月１日～

 平成28年３月31日

平成18年９月12日～ 

 平成28年３月31日

 （注）株式数に換算して記載しています。

 (２)ストック・オプションの規模及びその変動状況

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

　決議年月日 平成17年３月30日 平成18年３月29日 平成18年３月29日

  権利確定後　    

  前連結会計年度末 290,000 － －

  権利確定 － 208,000 12,000

  権利行使 － － －

  失効 － － －

  未行使残 290,000 208,000 12,000

   ②単価情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          　　　　　　　　(単位：円)

　決議年月日 平成17年３月30日 平成18年３月29日 平成18年３月29日

  権利行使価格　 1 1 1

  行使時平均株価 － － －

  付与日における公正評価単価 － － 223

２．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1)　使用した算定技法

   　　ブラック・ショールズ式によっています。

(2)　使用した主な基礎数値及びその見積方法

 　 ① 株価変動性　　　        53.3％

 　　　　５年間(平成13年９月から平成18年８月まで)の株価実績に基づき算定しています。

  　② 予想残存期間　　　      ５年

予想残存期間については、十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点に

おいて行使されるものと推定して算定いたしました。

  　③ 予想配当　　            当社配当実績より無しとして算定いたしました。

    ④ 無リスク利子率　        1.3％

       予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りを使用いたしました。

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

     権利確定条件は付与されていません。

４．連結財務諸表への影響額

       販売費及び一般管理費のその他　　　1百万円

㈱西友 (8268) 平成 19 年 12 月期中間決算短信

－ 32 －



（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日) 

 
小売事業

（百万円）

不動産事業

（百万円）

計

（百万円）

消去

又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

営業収益      

(1) 外部顧客に対する

営業収益 
484,018 1,311 485,329 － 485,329

(2) セグメント間の内部

営業収益又は振替高
60 1,565 1,626 (1,626) －

計 484,078 2,877 486,955 (1,626) 485,329

営業費用 486,398 1,914 488,312 (1,625) 486,686

営業利益又は営業損失(△) △2,319 962 △1,357 (0) △1,357

 
当中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日) 

 
小売事業

（百万円）

不動産事業

（百万円）

計

（百万円）

消去

又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

営業収益      

(1) 外部顧客に対する

営業収益 
477,779 1,375 479,155 － 479,155

(2) セグメント間の内部

営業収益又は振替高
117 1,596 1,714 (1,714) －

計 477,897 2,972 480,869 (1,714) 479,155

営業費用 481,167 1,949 483,117 (1,714) 481,402

営業利益又は営業損失(△) △3,270 1,023 △2,247 － △2,247

 
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

 
小売事業

（百万円）

不動産事業

（百万円）

計

（百万円）

消去

又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

営業収益      

(1) 外部顧客に対する

営業収益
993,432 2,698 996,130 － 996,130

(2) セグメント間の内部

営業収益又は振替高
155 3,125 3,280 (3,280) －

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

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

営業利益又は営業損失(△) 1,249 1,973 3,223 (0) 3,222

　　(注)　１  事業区分の方法

事業区分の方法は、グループ内の事業展開を考慮して区分しています。

２　各事業区分の主要な内容

小売事業 総合小売業態及び専門店業態による小売業

不動産事業 不動産の売買及び賃貸事業等

３　営業収益には、売上高と営業収入を含んでいます。 
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ｂ．所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間における所在地別セグメント情報は「本邦」以外のセグメントがないため記載すべき事項

はありません。

前中間連結会計期間、前連結会計年度における所在地別セグメント情報は、子会社清算、株式売却等により「本

邦」以外のセグメントに重要性がないため、記載を省略しています。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における海外売上高はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 △27.48円 △27.81円 △29.63円

１株当たり中間(当期)

純損失
 60.86円 7.49円 62.82円

潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益

１株当たり中間純損失が計

上されているため記載して

いません。

同左 １株当たり当期純損失が計

上されているため記載して

いません。

１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

中間(当期)純損失額

(百万円)
54,029 6,915 55,792

普通株主に帰属しない金額

(百万円)
― ― ―

普通株式に係る中間(当期)

純損失(百万円)
54,029 6,915 55,792

普通株式の期中平均株式数

(株)
887,715,871 923,267,200 888,184,279
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概

要

平成14年５月23日定時株主

総会決議における第３回新

株予約権

     4,714個

平成17年３月30日定時株主

総会決議における第６回新

株予約権

290個

平成18年３月29日定時株主

総会決議における第７回新

株予約権

 208個

平成17年12月15日臨時株主

総会決議における優先株式

Ａ種優先株式　

 8,000,000株

Ｂ種優先株式　

12,000,000株

Ｃ種優先株式　

12,000,000株

Ｄ種優先株式

48,000,000株

なお、優先株式の普通株式

への当初転換価額は205円で

あります。

平成14年５月23日定時株主

総会決議における第３回新

株予約権

4,714個

平成17年３月30日定時株主

総会決議における第６回新

株予約権

262個

平成17年12月15日臨時株主

総会決議における優先株式

Ａ種優先株式　

8,000,000株

Ｂ種優先株式　

12,000,000株

Ｃ種優先株式　

12,000,000株

Ｄ種優先株式

48,000,000株

なお、Ａ種優先株式、Ｂ種

優先株式の普通株式への取

得価額は139円、Ｃ種優先株

式、Ｄ種優先株式の普通株

式への取得価額は205円であ

ります。

平成18年３月29日定時株主

総会決議における第７回新

株予約権

172個

平成18年３月29日定時株主

総会決議における第８回新

株予約権

12個

平成14年５月23日定時株主

総会決議における第３回新

株予約権

4,714個

平成17年３月30日定時株主

総会決議における第６回新

株予約権

290個

平成17年12月15日臨時株主

総会決議における優先株式

Ａ種優先株式

     8,000,000株

Ｂ種優先株式

12,000,000株

Ｃ種優先株式

 12,000,000株

Ｄ種優先株式

48,000,000株

なお、Ａ種優先株式、Ｂ種

優先株式の普通株式への取

得価額は170円、Ｃ種優先株

式、Ｄ種優先株式の普通株

式への取得価額は205円であ

ります。

平成18年３月29日定時株主

総会決議における第７回新

株予約権

208個

平成18年３月29日定時株主

総会決議における第８回新

株予約権

12個
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

───── ───── 株式会社みずほコーポレート銀行が保有するＢ

種優先株式7,125,000全株式について、平成19

年２月27日までに普通株式へ転換(優先株式を

取得し、引換えに普通株式を交付)がされまし

た。それに伴ない増加した普通株式数は

41,911,763株、増加後の普通株式の発行済株式

総数は931,439,560株になります。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

 
 

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度要約貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   37,924   53,922   60,314  

２　受取手形   24   3   93  

３　売掛金   14,096   20,497   14,171  

４　たな卸資産   34,302   38,837   39,540  

５　短期貸付金   83,962   81,985   81,265  

６　その他   24,909   32,202   26,265  

７　貸倒引当金   △22,907   △27,210   △24,897  

流動資産合計   172,313 35.9  200,239 39.7  196,753 39.0

Ⅱ　固定資産           

(1)有形固定資産 ※１          

１　建物 ※２  71,409   73,039   74,941  

２　土地 ※２  65,909   67,573   67,743  

３　その他   15,441   13,531   13,310  

有形固定資産合計   152,760 31.8  154,144 30.5  155,996 30.9

(2)無形固定資産   6,993 1.4  5,837 1.1  6,319 1.3

(3)投資その他の資産           

１　投資有価証券 ※２  11,021   9,289   10,277  

２　関係会社株式   18,144   14,747   14,754  

３　長期貸付金   45,473   41,479   43,566  

４　敷金   66,316   65,412   66,402  

５　その他   11,687   17,794   14,612  

６　貸倒引当金   △4,215   △4,001   △4,261  

投資その他の資産
合計

  148,428 30.9  144,722 28.7  145,351 28.8

固定資産合計   308,182 64.1  304,704 60.3  307,667 61.0

資産合計   480,495 100.0  504,943 100.0  504,420 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度要約貸借対照表
（平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形   569   －   －  

２　買掛金   40,877   77,033   83,393  

３　短期借入金 ※２  30,801   51,170   29,065  

４　一年内償還予定社債   4,000   1,600   2,000  

５　コマーシャル・ペー
パー

  29,800   36,400   41,400  

６　未払法人税等   652   551   885  

７　未払消費税等   784   859   178  

８　賞与引当金   1,122   1,108   －  

９　その他 ※２  17,022   18,689   20,585  

流動負債合計   125,630 26.1  187,412 37.1  177,507 35.2

Ⅱ　固定負債           

１　社債   1,600   －   1,600  

２　長期借入金 ※２  253,363   229,404   230,856  

３　退職給付引当金   10,112   9,374   9,709  

４　預り協力保証金   18,877   17,644   18,132  

５　その他 ※２  5,101   4,551   4,723  

固定負債合計   289,056 60.2  260,974 51.7  265,022 52.5

負債合計   414,687 86.3  448,387 88.8  442,530 87.7

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   129,895 27.0  64,539 12.8  129,895 25.8

２　資本剰余金           

資本準備金   76,236   －   76,236  

資本剰余金合計   76,236 15.9  － －  76,236 15.1

３　利益剰余金           

その他利益剰余金           

繰越利益剰余金   △136,929   △5,666   △141,592  

利益剰余金合計   △136,929 △28.5  △5,666 △1.1  △141,592 △28.1

４　自己株式   △164 △0.0  △174 △0.1  △170 △0.0

株主資本合計   69,037 14.4  58,698 11.6  64,369 12.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価
差額金

  614 0.1  471 0.1  179 0.0

２　繰延ヘッジ損益   － －  △129 △0.0  △172 △0.0

３　土地再評価差額金   △3,843 △0.8  △2,486 △0.5  △2,486 △0.5

評価・換算差額等合計 
　

  △3,229 △0.7  △2,144 △0.4  △2,479 △0.5

Ⅲ　新株予約権   － －  2 0.0  1 0.0

純資産合計   65,808 13.7  56,556 11.2  61,890 12.3

負債純資産合計   480,495 100.0  504,943 100.0  504,420 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   333,535 100.0  330,851 100.0  685,268 100.0

Ⅱ　売上原価   253,387 76.0  251,247 75.9  520,066 75.9

売上総利益   80,147 24.0  79,604 24.1  165,201 24.1

Ⅲ　営業収入           

１　不動産賃貸収入  8,808   8,248   17,726   

２　その他の営業収入  10,192 19,000 5.7 10,814 19,062 5.7 20,821 38,548 5.6

営業総利益   99,148 29.7  98,666 29.8  203,750 29.7

Ⅳ　販売費及び
一般管理費

※５
 

 100,377 30.1  99,929 30.2  202,022 29.4

営業利益又は営業
損失(△)

  △1,229 △0.4  △1,262 △0.4  1,727 0.3

Ⅴ　営業外収益 ※１  2,065 0.6  1,861 0.6  4,123 0.6

Ⅵ　営業外費用 ※２  3,733 1.1  3,853 1.2  7,535 1.1

経常損失   2,897 △0.9  3,254 △1.0  1,683 △0.2

Ⅶ　特別利益 ※３  147 0.0  621 0.2  1,284 0.2

Ⅷ　特別損失
※４
※６

 41,690 12.4  2,939 0.9  47,149 6.9

税引前中間
（当期）純損失

  44,440 △13.3  5,573 △1.7  47,549 △6.9

法人税、住民税
及び事業税

 198   93   396   

法人税等調整額  △170 27 0.0 － 93 0.0 △170 225 0.1

中間(当期)純損失   44,468 △13.3  5,666 △1.7  47,774 △7.0
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(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30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
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成17年12月31日残高 (百万円) 129,895 76,236 76,236 △92,713 △92,713 △154 113,263

中間会計期間中の変動額

中間純利益(△損失)    △44,468 △44,468  △44,468

土地再評価差額金の取崩額    251 251  251

自己株式の取得      △9 △9

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）        

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　(百万円) － － － △44,216 △44,216 △9 △44,226

平成18年６月30日残高　(百万円) 129,895 76,236 76,236 △136,929 △136,929 △164 69,037

評価・換算差額等
 

純資産合計
その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高 (百万円) 315 △3,591 △3,276 109,987

中間会計期間中の変動額

中間純利益(△損失)    △44,468

土地再評価差額金の取崩額    251

自己株式の取得    △9

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額） 299 △251 47 47

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　(百万円) 299 △251 47 △44,178

平成18年６月30日残高　(百万円) 614 △3,843 △3,229 65,808

㈱西友 (8268) 平成 19 年 12 月期中間決算短信

－ 41 －



当中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30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
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年12月31日残高　(百万円) 129,895 76,236 76,236 △141,592 △141,592 △170 64,369

中間会計期間中の変動額

中間純利益(△損失)    △5,666 △5,666  △5,666

減資(欠損填補)　(注１) △65,355   65,355 65,355  －

資本準備金の取崩(欠損填補)　　

(注２)  △76,236 △76,236 76,236 76,236  －

新株の発行 0      0

自己株式の取得      △3 △3

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額）        

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　(百万円) △65,355 △76,236 △76,236 135,925 135,925 △3 △5,670

平成19年６月30日残高　(百万円) 64,539 － － △5,666 △5,666 △174 58,698

評価・換算差額等
 

新株予約権 純資産合計
その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高　(百万円) 179 △172 △2,486 △2,479 1 61,890

中間会計期間中の変動額

中間純利益(△損失)      △5,666

減資(欠損填補)　(注１)      －

資本準備金の取崩(欠損填補)　　

(注２)      －

新株の発行      0

自己株式の取得      △3

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額（純額） 292 42 － 335 1 336

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　(百万円) 292 42 － 335 1 △5,334

平成19年６月30日残高　(百万円) 471 △129 △2,486 △2,144 2 56,556

 (注)１.平成19年３月28日開催の定時株主総会の決議によるものであります。

２.平成19年２月16日開催の取締役会決議によるものであります。
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

 

株主資本 

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成17年12月31日 残高　(百万円) 129,895 76,236 76,236 △92,713 △92,713 △154 113,263

事業年度中の変動額

当期純利益(△損失)    △47,774 △47,774  △47,774

土地再評価差額金の取崩額    △1,104 △1,104  △1,104

自己株式の取得      △15 △15

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 (百万円) － － － △48,879 △48,879 △15 △48,894

平成18年12月31日 残高　(百万円) 129,895 76,236 76,236 △141,592 △141,592 △170 64,369

評価・換算差額等
 

新株予約権 純資産合計
その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日 残高　(百万円) 315 － △3,591 △3,276 － 109,987

事業年度中の変動額

当期純利益(△損失)      △47,774

土地再評価差額金の取崩額      △1,104

自己株式の取得      △15

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額） △135 △172 1,104 796 1 798

事業年度中の変動額合計 (百万円) △135 △172 1,104 796 1 △48,096

平成18年12月31日 残高　(百万円) 179 △172 △2,486 △2,479 1 61,890
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　資産の評価基準及び

評価方法

(1)たな卸資産

商品

生鮮食品を除く商品は売価還元

法による原価法

生鮮食品は主に最終仕入原価法

による原価法

      ───── 

(1)たな卸資産

商品

生鮮食品を除く商品は売価還元

法による原価法 

生鮮食品は主に最終仕入原価法

による原価法

物流センター在庫は主に移動平

均法による原価法 

(1)たな卸資産

商品

同左

 

 

 

 

 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

 (2)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(2)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

・時価のあるもの

中間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）

その他有価証券

・時価のあるもの

同左

その他有価証券

・時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

 ・時価のないもの

移動平均法による原価法

・時価のないもの

同左

・時価のないもの

同左

 (3)デリバティブ取引

時価法

(3)デリバティブ取引

同左

(3)デリバティブ取引

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。

(1)有形固定資産

同左

 

(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。

 建物　　　　　　　　６～50年

構築物　　　　　　　10～50年

工具器具備品　　　　３～20年

その他　　　　　　　４～17年

 

 

 

 

 

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以

後に取得した有形固定資産につい

ては、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更していま

す。

　これにより、営業損失、経常損

失及び税引前中間純損失は、それ

ぞれ９百万円増加しています。

建物　　　　　　　　６～50年 

構築物　　　　　　　10～50年 

工具器具備品　　　　３～20年 

その他　　　　　　　４～17年 

 

 (2)無形固定資産

定額法

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によって

います。

(2)無形固定資産

同左

(2)無形固定資産

同左

 (3)投資その他の資産

均等額償却

(3)投資その他の資産

同左

(3)投資その他の資産

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

３　繰延資産の処理方法 社債発行費

支出時に全額費用として処理して

います。

─────

 

社債発行費

支出時に全額費用として処理して

います。

４　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

率に基づき、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込相当額

を計上しています。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

(2)賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与に充

てるため、支給見込額に基づき計

上しています。 

 業績連動型賞与については、将

来の支給見込額のうち、当中間会

計期間に属する部分を賞与引当金

として計上しています。 

(2)賞与引当金 

同左

 

 

(2)　　　　─────

 

 (3)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、

当中間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

います。

 数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による定

額法により各発生年度の翌期から

費用処理することとしています。

 また、過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による定

額法により発生年度から費用処理

することとしています。

(3)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、

当中間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

います。

また、数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(主

に10年)による定額法により各発

生年度の翌期から費用処理するこ

ととしています。

また、過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５年)に

よる定額法により発生年度から費

用処理することとしています。

(3)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いま

す。

また、数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(主

に10年)による定額法により各発

生年度の翌期から費用処理するこ

ととしています。

また、過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５年)に

よる定額法により発生年度から費

用処理することとしています。

５　リース取引の処理方

法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっています。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

６　ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しています。

なお、金利スワップについては特

例処理の要件を満たしている場合

は特例処理を採用しています。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(1)ヘッジ会計の方法

同左

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利リスクを回避す

るためのスワップ

取引

ヘッジ対象…借入金の支払金利

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 (3)ヘッジ方針

リスク管理方針に基づき、金利変

動リスクをヘッジすることとして

います。

(3)ヘッジ方針

同左

(3)ヘッジ方針

同左

 (4)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ

手段の相場変動又はキャッシュ・

フロー変動の累計を比較し、その

変動額の比率によって有効性を評

価しています。ただし、特例処理

によっているスワップについては、

有効性の評価を省略しています。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー

変動の累計とヘッジ手段のキャッ

シュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有効性

を評価しています。ただし、特例

処理によっているスワップについ

ては、有効性の評価を省略してい

ます

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

７　その他中間財務諸表

（財務諸表）作成の

ための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっています。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

 　当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適

用しています。これにより従来の方法によっ

た場合と比べ、営業損失、経常損失はそれぞ

れ839百万円減少し、税引前中間純損失は

15,394百万円増加しています。

  なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき当該各資産の

金額から直接控除しています。

 

───── （固定資産の減損に係る会計基準）

   当事業年度より、固定資産の減損に係る会

計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を適用し

ています。これにより従来の方法によった場

合と比べ、1,656百万円営業利益は増加し、

経常損失は減少しています。税引前当期純損

失は15,924百万円増加しています。

  なお、減損損失累計額については、改正後

の財務諸表等規則に基づき当該各資産の金額

から直接控除しています。

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　 当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しています。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

65,808百万円であります。

  なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しています。

 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

  当事業年度より、「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）を適用しています。従来

の資本の部の合計に相当する金額は62,061百

万円であります。

  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

しています。 

──────

 

──────

 

（ストック・オプション等に関する会計基準）

当事業年度より、「ストック・オプション等

に関する会計基準」（企業会計基準第８号　

平成17年12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31

日）を適用しています。

　これにより従来の方法によった場合と比べ、

１百万円営業利益は減少し、経常損失及び税

引前当期純損失は、それぞれ１百万円増加し

ております。  
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表示方法の変更

前中間会計期間
(自　平成18年１月１日
  至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

 ─────  ─────

追加情報

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

               ─────

 

               ─────

 

─────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成18年12月31日）

※１　有形固定資産減価償却累計額

       188,510百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

              196,276百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

              192,484百万円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

資産の種類 金額（百万円）

建物 19,666

土地 56,109

投資有価証券 1,844

合計 77,620

資産の種類 金額（百万円）

建物   18,734

土地  55,803

合計 74,538

資産の種類 金額（百万円）

建物 　19,323

土地 56,075

合計 75,399

(1)建物19,666百万円、土地56,109百万円は、

短期借入金3,389百万円、長期借入金

25,271百万円、流動負債その他150百万

円及び固定負債その他677百万円に対す

る担保に供しています。

(1)上記物件は、長期借入金21,882百万円、

一年内返済予定長期借入金3,389百万円、

固定負債の「その他」526百万円、流動

負債の「その他」150百万円に対する担

保に供しています。

(1)上記物件は、長期借入金23,577百万円、

一年内返済予定長期借入金3,389百万円、

固定負債その他602百万円、未払金150百

万円に対する担保に供しています。

(2)投資有価証券1,844百万円は下松タウン

センター開発㈱の借入金129百万円に対

する担保に供しています。

　３　偶発債務

(1)債務保証

　３　偶発債務

(1)債務保証

　３　偶発債務

(1)債務保証

㈱エスシーシー土地買取

契約等に対する保証額
  6,436百万円

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証額

  4,059　〃

㈱九州西友の家賃支払に

対する保証額
   337　〃

社員の住宅ローン等の借

入金に対する保証額
   157　〃

㈱東北西友のリース契約

に対する保証額
 4　〃

計  10,995　〃

㈱エスシーシー土地買取

契約等に対する保証額
  6,406百万円

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証額

  3,462　〃

㈱九州西友の家賃支払に

対する保証額
274　〃

社員の住宅ローン等の借

入金に対する保証額
 131　〃

㈱東北西友のリース契約

に対する保証額
0　〃

計 10,274　〃

㈱エスシーシーの土地買

取契約等に対する保証額
6,406百万円

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証額

3,696 〃

㈱九州西友の家賃支払に

対する保証額
306 〃

社員の住宅ローン等の借

入金に対する保証額
146 〃

㈱東北西友のリース契約

に対する保証額
2 〃

計  10,558 〃

(2)保証予約 (2)保証予約 (2)保証予約

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証予約額

   669百万円

計    669　〃

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証予約額

582百万円

計   582　〃

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証予約額

   626百万円

計  626 〃
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息    1,184百万円

受取配当金 　   171　〃

受取利息  1,358百万円

受取配当金 　   49　〃

受取利息    2,430百万円

受取配当金     199　〃

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息    3,434百万円

社債利息 34　〃

コマーシャル・ペー

パー利息
120　〃

支払利息    3,400百万円

社債利息 16　〃

コマーシャル・ペー

パー利息
275　〃

支払利息  6,985百万円

社債利息 61　〃

コマーシャル・ペー

パー利息
201　〃

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

関係会社株式売却益    49百万円

店舗工作物補償金 85　〃  

投資有価証券売却益      495百万円

移転費用等補償金 125　〃  

関係会社株式売却益       49百万円

借入債務消却益 1,100　〃

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損    248百万円

関係会社株式評価損 10,118　〃

貸倒引当金繰入額  13,889　〃

減損損失   16,233  〃

固定資産除却損      124百万円

店舗解約損失  191　〃

貸倒引当金繰入額  2,267　〃

減損損失       272  〃

固定資産除却損      649百万円

関係会社株式評価損  10,118　〃

店舗解約損失    1,090　〃

貸倒引当金繰入額 15,936　〃

減損損失  17,580　〃

※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額

有形固定資産    5,085百万円

無形固定資産 589　〃

計    5,674　〃

有形固定資産   5,413百万円

無形固定資産 504　〃

計   5,918　〃

有形固定資産   10,946百万円

無形固定資産  1,143　〃

計 12,089　〃
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※６   減損損失

  当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、店舗を基本単位として資産の

グルーピングをしています。営業活動から生

ずる損益が継続してマイナスである資産グルー

プ及び閉鎖店舗等の遊休資産等について、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上していま

す。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、

正味売却価額または使用価値により測定して

います。正味売却価額は、土地については、

路線価および不動産鑑定評価額等を基に算出

した金額によっています。その他の固定資産

については合理的な見積もりによっています。

また、使用価値は将来キャッシュ・フローを

４％で割引いて算出しています。

 

 （１）減損を認識した資産グループの概要

 （単位：百万円)

用途 種類 地域 物件数 金額

 
 

 
関東 26 5,925

店舗
土地及び

建物等  
東海 6 896

 
 

  
関西 10 3,441

遊休資産 
土地及び

建物等  

東日本

・関西 
5 5,970

合計 47 16,233

※６   減損損失

  同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）減損を認識した資産グループの概要

 （単位：百万円)

用途 種類 地域 物件数 金額

遊休資産 土地 関東 1 272

合計 1 272

※６   減損損失

  同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）減損を認識した資産グループの概要

 （単位：百万円)

用途 種類 地域 物件数 金額

 
 

 
関東 28 6,205

店舗
土地及び

建物等  
東海 6 896

 
 

  
関西 12 4,508

遊休資産 
土地及び

建物等  

東日本

・関西 
5 5,970

合計 51 17,580

   

（２）固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 

 (単位:百万円)

（２）固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 

 (単位:百万円)

（２）固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 

 (単位:百万円)

固定資産の種類 金額

 建物 9,951

 土地 1,337

 その他の有形固定資産 3,328

 無形固定資産 343

 投資その他の資産 668

 リース資産 604

合計 16,233

固定資産の種類 金額

 土地 272

合計 272

固定資産の種類 金額

 建物 10,857

 土地 1,370

 その他の有形固定資産 3,419

 無形固定資産 587

 投資その他の資産 701

 リース資産 643

合計 17,580
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 

 前中間会計期間(自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日)

 

 　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)

当中間会計期間

増加株式数(株)

当中間会計期間

減少株式数(株)

当中間会計期間

末株式数(株)

 普通株式　　(注) 467,484 31,713 － 499,197

 Ａ種優先株式 － － － －

 Ｂ種優先株式 － － － －

 Ｃ種優先株式 － － － －

 Ｄ種優先株式 － － － －

 合計 467,484 31,713 － 499,197

 (注)　普通株式の自己株式数の増加31,713株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

 当中間会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

 

 　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)

当中間会計期間

増加株式数(株)

当中間会計期間

減少株式数(株)

当中間会計期間末

株式数(株)

 普通株式　　(注１) 529,748 26,091 － 555,839

 Ａ種優先株式 － － － －

 Ｂ種優先株式(注２) － 7,125,000 － 7,125,000

 Ｃ種優先株式 － － － －

 Ｄ種優先株式 － － － －

 合計 529,748 7,151,091 － 7,680,839

 (注)１．普通株式の自己株式数の増加26,091株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　　２．Ｂ種優先株式の自己株式数の増加7,125,000株は、株式会社みずほコーポーレート銀行による取得請求権の行使

による増加であります。

 前事業年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

 

 　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)

当事業年度末

株式数(株)

 普通株式　　(注) 467,484 62,264 － 529,748

 Ａ種優先株式 － － － －

 Ｂ種優先株式 － － － －

 Ｃ種優先株式 － － － －

 Ｄ種優先株式 － － － －

 合計 467,484 62,264 － 529,748

 (注)　普通株式の自己株式数の増加62,264株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

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

借主側 借主側 借主側

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

(単位:百万円)

(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

及び中間期末残高相当額

(単位:百万円)

(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

(単位:百万円)

 
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 

中間
期末残高

相当額

有形固
定資産
その他

15,302 8,051 577 6,673

 
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 

中間
期末残高

相当額

有形固
定資産
その他

12,149 5,642 547 5,958

 
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

有形固
定資産
その他

13,816 7,535 606 5,674

（注）有形固定資産その他の主なものは、

工具器具備品であります。

（注）有形固定資産その他の主なものは、

工具器具備品であります。

（注）有形固定資産その他の主なものは、

工具器具備品であります。

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等

 未経過リース料中間期末残高相当額

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等

 未経過リース料中間期末残高相当額

(2)未経過リース料期末残高相当額等

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内     2,217百万円

１年超      5,115　〃

計       7,332　〃

リース資産減損

勘定の残高
 452百万円

１年内 1,742百万円

１年超      4,688　〃

計     6,430　〃

リース資産減損

勘定の残高
290百万円

１年内     1,811百万円

１年超      4,429　〃

計       6,240　〃

リース資産減損

勘定の残高
 382百万円

(3)当中間期の支払リース料、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)当中間期の支払リース料、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      1,521百万円

リース資産減損勘定

の取崩額 
     151　〃

減価償却費相当額      1,274　〃

支払利息相当額  105　〃

減損損失 604　〃

支払リース料  1,142百万円

リース資産減損勘定

の取崩額 
256　〃

減価償却費相当額 960　〃

支払利息相当額 87　〃

減損損失 －　〃

支払リース料      2,823百万円

リース資産減損勘定

の取崩額 
261　〃

減価償却費相当額 2,373  〃

支払利息相当額 191　〃

減損損失 643　〃

(4)減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっています。

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(5)利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額の差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によってい

ます。

(5)利息相当額の算定方法

同左

(5)利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

１年内       9,444百万円

１年超       79,036　〃

計       88,480　〃

１年内     9,560百万円

１年超   73,730　〃

計      83,290　〃

１年内      9,615百万円

１年超      78,492　〃

計     88,107　〃
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年６月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成19年６月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成18年12月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

　　　　　　　　───── 　　　　　　　　───── 株式会社みずほコーポレート銀行が

保有するＢ種優先株式7,125,000全

株式について、平成19年２月27日ま

でに普通株式への転換（優先株式を

取得し、引換えに普通株式を交付）

がされました。それに伴い増加した

普通株式の数は41,911,763株、増加

後の普通株式の発行済株式総数は

931,439,560株です。
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