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１．平成19年７月中間期の連結業績（平成19年２月１日～平成19年７月31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７月中間期 81,736 2.6 1,108 35.0 1,181 57.5 515 －

18年７月中間期 79,677 △0.6 821 △26.0 749 △48.2 △357 －

19年１月期 164,149 － 2,003 － 2,346 － 252 －

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７月中間期 9.90 －

18年７月中間期 △13.76 －

19年１月期 4.86 －

（参考）持分法投資損益 19年７月中間期 －百万円 18年７月中間期 －百万円 19年１月期 －百万円

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

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年７月中間期 69,545 19,376 27.8 371.34

18年７月中間期 70,722 18,649 26.3 715.09

19年１月期 67,506 19,052 28.1 365.30

（参考）自己資本 19年７月中間期 19,314百万円 18年７月中間期 18,599百万円 19年１月期 19,001百万円

(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７月中間期 1,185 273 949 5,307

18年７月中間期 555 △1,281 1,632 5,672

19年１月期 1,281 △1,467 △1,681 2,897

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

19年１月期 8.00 4.00 12.00

20年１月期（実績） 4.00 －

20年１月期（予想） － 4.00 8.00

（注）当社は平成18年11月１日付をもって１株につき２株の株式分割をしております。なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の19年１月期の１株当たり中間期末配当金は4.00円、１株当たり年間配当金は8.00円となります。

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

（％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 168,000 2.3 2,250 12.3 2,400 2.3 1,000 295.4 19.23
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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）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、21～26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」等をご覧ください。

(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７月中間期 55,060,834株 18年７月中間期 27,530,417株 19年１月期 55,060,834株

②　期末自己株式数 19年７月中間期 3,048,624株 18年７月中間期 1,520,072株 19年１月期 3,044,034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、37ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年７月中間期の個別業績（平成19年２月１日～平成19年７月31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７月中間期 78,020 2.9 1,055 20.5 1,153 41.3 260 －

18年７月中間期 75,823 △0.3 875 △27.5 816 △47.6 △138 －

19年１月期 156,388 － 2,019 － 2,396 － 466 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年７月中間期 5.02

18年７月中間期 △5.31

19年１月期 8.96

(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７月中間期 69,658 20,781 29.8 399.56

18年７月中間期 71,113 20,325 28.6 781.46

19年１月期 67,640 20,722 30.6 398.38

（参考）自己資本 19年７月中間期 20,781百万円 18年７月中間期 20,325百万円 19年１月期 20,722百万円

２．平成20年１月期の個別業績予想（平成19年２月１日～平成20年１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 160,000 2.3 2,200 8.9 2,350 △1.9 700 50.1 13.46

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

後の様々な要因により、上記予想とは異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予

想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、３～４ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」

をご覧下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　①当中間期の概況

　当中間連結会計期間のわが国経済は、企業収益の改善を背景に民間設備投資の堅調な推移や底堅い個人消費により

景気は拡大基調で推移いたしました。しかしながら、原油価格高騰による関連資材価格の上昇や円安による調達コス

トの増大、米国経済の減速懸念など、依然として予断を許さない状況が続いております。

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

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

ベースに「安心・安全、健康、環境」をキーワードとしたこだわりの自社開発商品の積極的な拡販を推進してまいり

ました。

　当中間連結会計期間の業績につきましては、競合店の相次ぐ出店等、競争激化によりＡ－プライス事業部門や食品

スーパー事業部門が伸び悩んでいるものの、ディストリビューター事業部門並びに子会社も堅調に推移していること

から、売上高は817億36百万円（前年同期比2.6％増）、経常利益はディストリビューター事業部門が原材料高騰の影

響により売上総利益率が低下したものの、子会社における収益改善効果もあり、11億81百万円（同57.5％増）、中間

純利益は５億15百万円（前年同期は３億57百万円の損失）となりました。

　なお、７月に食品安全に関わる管理体制強化の一環として取組んでおりましたＩＳＯ２２０００（食品安全マネジ

メントシステムの国際規格）の認証を六甲及び鳥栖コーヒー工場において取得することが出来ました。これを機に、

食品安全管理体制の更なる強化を推進してまいります。

　事業の種類別セグメントの概況は次の通りであります。

ディストリビューター事業部門

　当部門（業務用食品卸売部門）におきましては、主力販売先であります外食産業が客数の伸びにより売上高が順調

な伸長を続ける中、当社では引き続きお客様の立場に立った提案営業の強化、新規取引先の開拓、既存取引先のシェ

アアップを実施してまいりました。

　メニューや食材などの情報提供の場である「春の展示商談会」を当中間期に４ヶ所で開催をいたしましたが、春・

夏のメニュー情報や新商品情報の提案とともに、日本の伝統食材である鯨についての提案も行いました。また、外食

産業の最先端で活躍されている方を講師に招き「創立６０周年記念講演会」を６月に大阪市で開催いたしました。な

お、同記念講演会は９月に福岡市でも開催の予定であります。

　営業面では、従業員食堂・事業所給食事業への取組みを当中間期の重点施策として取組み、着実に取引を拡大して

おります。また、酒類やチルドビーフなどの販売を強化し、取扱商品の拡大に努めてまいりました。

　一方で、「重点食材」「業務改善」「安全運転」をテーマとした社内研修や、マーケティングや生産現場体験をテー

マにした短期社外研修を実施するなど人材育成と技術力の向上を図ってまいりました。

　なお、営業基盤の強化、設備の改善につきましては、４月に埼玉支店（埼玉県入間郡）、６月に西東京営業所（東

京都立川市、Ａ－プライス立川店内）を新規出店いたしました。鹿児島支店は品質管理強化のための改築を行ってお

ります。

　当部門に属しております子会社につきましては、未だ業績が低迷しておりますが、抜本的な業務改革やコスト管理

などの社内体質強化策を実施したことにより、着実に収益力が回復してきております。

　以上の結果、当部門の売上高は504億74百万円（前年同期比5.0％増）となりました。

Ａ－プライス事業部門

　当部門（業務用食品現金卸売部門）におきましては、類似業態店舗の出店が一段落したとは言え依然厳しい競合状

況の中、当社の強みである「安心・安全」で高品質な商品の開発・調達に継続して注力してまいりました。品揃えの

面では、お客様ニーズに応じた地域特性のある商品の品揃えの充実を図ってまいりました。また、生鮮でお客様の支

持が高い青果についても導入店舗を逐次拡大し、当上期は関西地区を中心に14店舗（計34店舗）に導入いたしました。

　店舗運営面では、営業支援チームを組織し、飲食店経営者に対する商品説明技術などを店舗で直接指導するといっ

た店舗活性策を実施してまいりました。また、ＣＳ（顧客満足）向上への継続的取組みのためのＣＳトレーナー制も

導入いたしました。

　店頭でのＰＯＰ・ポスターによる商品情報の訴求を充実するとともに、新商品や新メニュー情報を取りまとめた

「Ｆｏｏｄ　Ｎｅｗｓ」を定期的に発刊し、お客様の経営に役立つ情報を発信してまいりました。

　なお、当中間期においては、４月天草店（熊本県天草市）１店舗を新規出店する一方、７月に川口店を川口前川店

へ統合・閉店いたしました。その結果、店舗数は増減なく９３店舗（ＦＣ１店舗含む）となりました。改装につきま

しては、２月行橋店（福岡県行橋市）、３月八代店（熊本県八代市）・新金岡店（堺市北区）、４月丸亀店（香川県

丸亀市）、６月薬院店（福岡市中央区）の５店舗で実施いたしました。

　以上の結果、当部門の売上高は168億14百万円（前年同期比1.3％減）となりました。

㈱トーホー（8142）平成 20 年 1 月期 中間決算短信

－ 3 －



食品スーパー事業部門

　当部門（食品スーパー部門）におきましては、依然として企業間競争や価格競争が続く中、「健康で安心な地域の

冷蔵庫」を事業コンセプトに、地域で信頼され支持される店作りに取組んでまいりました。

　商品面につきましては、生鮮三品・日配品・惣菜など日々の食材の鮮度・品質強化に努めてまいりました。特に自

社農園で収穫した果物・野菜を店頭販売いたしましたが、地産地消を実践する新鮮な農産品は、大変な好評をいただ

くことができました。また、安心・安全な自社開発商品「くらしアイ」ブランド商品は当中間期で７アイテムを新規

投入し、現在５９アイテムとなりました。

　営業面では、「改善→前進→進化」の考え方のもと、価格管理や消費期限管理、欠品管理といった基本の徹底とお

客様が買物し易い売場作りを実践してまいりました。また、価格帯毎のアイテム数管理を徹底し、主力・重点商品の

買上点数アップを推進してまいりました。

　一方で作業の効率化を推進するとともに、広告宣伝費など経費の見直しも実施してまいりました。またＣＳ（顧客

満足）推進をより具体的な「3.3サンサン」運動（挨拶推進運動）として全店で展開し、定着化を図ってまいりました。

上記の施策により、既存店売上高は前年同期比1.7％減で前年同期の6.3％減から大幅に回復いたしました。なお不採

算店の加古川店（兵庫県加古川市）を６月に閉鎖いたしました。

　以上の結果、当部門の売上高は144億46百万円（前年同期比0.8％減）と前年同期を若干下回る結果となりました。

　②当期の見通し

　今後の見通しにつきましては、企業収益の堅調を背景として設備投資の増加基調が続き、経済全体としては安定成

長を続けるものの、金利、為替の動向や米国経済の減速懸念など、予断を許さない状況で推移するものと思われます。

当社を取り巻く環境も、原材料の高騰、原油価格の上昇などによる物流コストの増加など厳しい状況が続くと思われ

ます。

　当社といたしましては、「食の安心・安全」に対する消費者ニーズの高まりの中にあって、食を提供する企業とし

て、衛生・品質管理面の強化に継続的に取組み、品質管理室による残留農薬の自主検査や産地工場の点検などをより

充実してまいります。特に、このような当社の安心・安全への取組みを具体化した「イースト・ビー」「スマイルシェ

フ」「くらしアイ」の各プライベートブランド商品は、今後とも積極的に開発、投入してまいります。また、当下期

につきましては、価格競争に加担しない価値訴求を基本に、各事業部門の施策を着実に実行し、収益力強化による企

業価値の更なる向上に努めてまいります。

　ディストリビューター事業部門では、新規顧客開拓、新規商品納入を積極的に進めるため、各種のコンクールなど

を企画実施してまいります。また、仕入価格の上昇や運賃などの経常経費の上昇に対しては、生産性の向上や経費の

見直しなどによる社内体質の強化を進めてまいります。一方で、全国を視野に入れた営業基盤の強化を継続してまい

ります。９月には横浜支店の新規出店と現久留米支店を鳥栖支店（佐賀県鳥栖市）として新築移転いたします。なお、

秋には“美味しさへのこだわりを発見しませんか”をメインテーマに、全国４ヶ所で「創業６０周年記念展示商談会」

の開催を予定しており、福岡会場においては環境ブースを設置し、外食産業での環境対策についての情報発信を行い

ます。

　Ａ－プライス事業部門では、業務用食品現金卸売のパイオニアとして、中小飲食業者の毎日の仕入に役立つ店作り

を継続強化してまいります。品揃え面では、商品アイテムの充実とタイムリーな商品の改廃を進めてまいります。ま

た、地域特性のある商品の品揃え強化、青果の取扱い店舗拡大、インターネット鮮魚販売「にっぽん地魚紀行」の普

及に引き続き重点的に取り組んでまいります。店舗運営面では、店内での商品情報、業界情報の発信機能を強化して

まいりますとともに、従業員一人一人の接客技術を向上させることで顧客満足度を高めてまいります。一方、お客様

の利便性を向上させるためクレジットカードを全店に導入いたします。また、昨年導入しました都心型店舗や小商圏

対応型店舗のモデル化を急いでまいります。新店開発と並行して、不振店の閉鎖も実施するビルドアンドスクラップ

政策で収益力の向上を図ってまいります。

　食品スーパー事業部門では、小容量商品やヘルシー商品など品揃えの幅を広げることで、お客様に商品を選ぶ楽し

さを提供し、来店頻度の向上と買上点数の増加を図ってまいります。また、ポイントカードによるＦＳＰ（フリーク

エント・ショッパーズ・プログラム：優良顧客囲い込み策）への取組みも本格化させます。一方、労働分配率や販促

分配率を基本指標として生産性の向上と費用対効果の検証による社内体質の強化を進めるとともに、クリンリネス、

フレンドリーといったＣＳ（顧客満足）向上のための基本行動を徹底してまいります。

　子会社につきましては、営業強化とともに粗利率の改善を図るなど業績回復のための収益改善策を着実に実施して

まいりますが、グループ全体の最適実現のための子会社再編も必要に応じて検討してまいります。

　なお、２４時間営業の新業態ストア「トーホーファンズ24博多中洲店」につきましては、商業ビルのテナントの入

居状況が当初計画と大幅に乖離しているため、当初予定を下回る結果となっておりますが、品揃えや粗利率の改善、

店舗運営体制の見直しを行い収支の改善に努めてまいります。

　以上により、当期の連結業績見通しといたしましては、売上高1,680億円（前期比2.3％増）、営業利益22億50百万

円（同12.3％増）、経常利益24億円（同2.3％増）、当期純利益10億円（同295.4％増）を予定しております。
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(2）財政状態に関する分析

　①当中間期の連結財政状態の概況            

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額表示：百万円未満切捨て）

当中間期 前期 増減

総資産 69,545 67,506 2,039

負債 50,169 48,454 1,715

純資産 19,376 19,052 323

・総資産 

　当中間期末の総資産は前期末に比べ20億39百万円増加し、695億45百万円となりました。手元流動性（現金及び預金、

有価証券、有価証券運用信託、現先の合計）が前期末比17億44百万円増加し、111億93百万円となったこと、また、受

取手形及び売掛金が季節要因もあり前期末比５億41百万円増加し、123億92百万円となったことが主な要因です。

・負債

　当中間期末の負債は前期末に比べ17億15百万円増加し、501億69百万円となりました。大きく変動したのは、有利子

負債（長期借入金、短期借入金の合計）と支払手形及び買掛金です。有利子負債は前期末比11億56百万円増加し、274

億47百万円となりました。また、支払手形及び買掛金は受取手形及び売掛金と同様、季節要因で前期末比６億93百万

円増加し、185億61百万円となりました。

・純資産

　当中間期末の純資産は前期末に比べ３億23百万円増加し、193億76百万円となりました。当中間期の純利益による増

加５億15百万円がある一方で前期末の期末配当２億８百万円（１株につき４円）による減少がありました。自己資本

比率は当中間期末では27.8％と前期末の28.1％に比べ0.3ポイント低下、前中間期末の26.3％に比べ1.5ポイント上昇

しました。

　②当中間期の連結キャッシュ・フローの概況

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額表示：百万円未満切捨て）

当中間期 前中間期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,185 555 630

投資活動によるキャッシュ・フロー 273 △1,281 1,555

財務活動によるキャッシュ・フロー 949 1,632 △683

現金及び現金同等物中間期末残高 5,307 5,672 △365

 　当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 　営業活動によるキャッシュ・フローは、11億85百万円の収入（前年同期5億55百万円の収入）となりました。利益

水準が改善していることに加え、法人税等の支払額が前年同期に比べ、１億34百万円減少したこともあり、前年同期

に比べ６億30百万円増加いたしました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 　Ａ－プライス１店の他、下半期に開設するディストリビューター営業所等の設備投資を実施する一方で手元資金の

運用を有価証券から現預金にシフトいたしました。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは２億73百万円の

収入（前年同期12億81百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　金融機関より37億円長期借入による資金調達を実施しました。有利子負債（短期借入金・長期借入金の合計）は前

期に比べ11億56百万円増加いたしましたが、前年同期と比べると19億48百万円減少いたしました。一方、期末配当（１

株につき４円）として２億８百万円を支出（前年同期２億７百万円の支出）し、財務活動によるキャッシュ・フロー

は、９億49百万円の収入（前年同期16億32百万円の収入）となりました。

　以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、24億９百万円増加

し、53億７百万円となりました。 
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キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成18年７月期 平成19年７月期 平成17年１月期 平成18年１月期 平成19年１月期

中間 中間 期末 期末 期末

自己資本比率（％） 26.3 27.8 26.9 27.7 28.1

時価ベースの自己資本比率

（％）
29.6 28.7 31.9 31.5 31.6

債務償還年数（年） － － － 9.3 20.5

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
6.0 9.7 － 13.7 6.4

　（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

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（中間期は記載しておりません。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※１いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

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

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

ります。

※４営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている「短期借入金」、「長期借入金（１年内返済予

定含む）」の合計です。また、利払いは連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

２．平成17年１月期は、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、インタレスト・カバレッジ・レ

シオは記載しておりません。

３．平成17年１月期は、前期末日が休日であったため、イレギュラーな数値となっております。この影響を除く

調整を行い、上記キャッシュ・フロー指標を再計算しますと次のようになります。

平成17年１月期

期末

自己資本比率（％） 26.9

時価ベースの自己資本比率（％） 31.9

債務償還年数（年） 29.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 4.0

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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

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

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

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

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

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

　具体的方針としますと、ＤＥレシオ（純有利子負債／株主資本）で０．８～１．０倍程度を当社の適正水準と考え、

ＤＥレシオがその範囲で推移する状況においては、当面、配当性向４０％以上を維持したいと考えます。

　また、自社株取得で株主に利益を還元することが適切な場合もありますので、機動的に対処していく所存でありま

す。

　なお、当期の配当につきましては１株当たり中間配当４円、期末配当４円の年間８円を予定しております。

※ＤＥレシオ、配当性向は連結ベースの数値とします。また、ＤＥレシオの計算に用いる有利子負債は、有利子負債

の総額から手元流動性（現預金＋有価証券＋有価証券運用信託＋現先）を差し引いた金額（純有利子負債）といた

します。
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(4）事業等のリスク

　最近の有価証券報告書（平成19年４月27日提出）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

ております。

２．企業集団の状況
　当社グループは、当社と子会社10社（うち１社は非連結会社）で構成されており、業務用食品から家庭用食品（一般

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

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

ディストリビューター事業

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

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

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

ております。

Ａ－プライス事業

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

イス事業部がこの業務を行っております。

食品スーパー事業

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

務を行っております。

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

会社名 主な事業内容 摘要

㈱トーホー
業務用食品の外食産業向けの卸売業と、生鮮食品を中心とした食品

スーパーを営んでおります。

連結財務諸表

提出会社

㈱大久横山 酒類及び食料品の卸売業を営んでおります。 連結子会社

㈱ＴＳＫ
不動産及び倉庫用設備機器の賃貸・仲介及び管理業を営んでおりま

す。
連結子会社

㈱エヌオーシー 珈琲の販売業を営んでおります。 連結子会社

㈱アクト・デリカ 一般家庭向け食材の宅配業を営んでおります。 連結子会社

㈱大辰水産 水産物の卸売業を営んでおります。 連結子会社

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

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

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

ダイタツ㈱
大阪中央卸売市場東部市場の買参人であり、水産物の卸売業を営ん

でおります。
連結子会社

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

 

商品の供給 

㈱ Ｔ Ｓ Ｋ 
店舗及び倉庫の賃貸・仲介・管理 

㈱ ダ イ タ ツ 

水産物の卸売 
㈱ 大 辰 水 産 

㈱ ア ク ト ・ デ リ カ 食材の宅配 

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

家 庭 用 食 品 の 販 売 

㈱ 大 久 横 山 酒類及び食料品の卸売 

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

㈱ ア ス ピ ッ ト 業務支援ｼｽﾃﾑの販売 

 

一 

 

般 

 

消 

 

費 

 

者 

 

外 

 

食 

 

産 

 

業 

 

等 

㈱フィナンシャル･アドバイス 
年金のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

ダ イ タ ツ ㈱ 商品の供給 

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

業取引は僅少であります。

　なお、最近の有価証券報告書（平成19年４月27日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため「関

係会社の状況」の開示を省略しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

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

ルラウンドプレーヤー」を目指し事業を拡大してまいりました。

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

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

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

を増大させるものであるとの考えであります。

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

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

ります。

　以上の基本的な考え方のもと、持続的成長と収益力の向上、組織の活性化と人材の活性化、顧客・現場視点の経営、

コンプライアンス(法令遵守)と適時情報開示、スピード経営の方針で経営を進めてまいる所存であります。

(2）目標とする経営指標

　目標とする経営指標として次の２つを掲げております。

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

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

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

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

　目標数値につきましては、ＲＯＡを７％、ＲＯＥを10％として、平成22年１月期において目標が達成されるよう取

組んでまいります。

(3）中長期的な経営戦略と対処すべき課題

　当社グループは、具体的経営戦略を次の項目と位置付け、取組んでまいります。

【１．持続的成長と収益力の向上】

① 営業基盤の強化拡充

　継続的な増収益を実現するために、計画的な営業基盤の拡充を継続してまいります。ディストリビューター事業部

門では事業所の新設、新築移転による増床並びに多温度帯対応による品質管理強化を、Ａ－プライス事業部門及び食

品スーパー事業部門では、ビルド＆スクラップ及び計画的な改装に取組んでまいります。

② ブランドの戦略的育成

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

頼を提供するとともに、お客様に親しまれる店作りを行ってまいります。業務用商品につきましては、お客様の声を

ダイレクトに反映し、常に安定した品質の商品を提供するため、業務提携先との共同ブランド「トリーゼ」をはじめ、

当社グループ独自ブランド商品「イースト・ビー」、「スマイルシェフ」の開発に積極的に取組んでまいります。ま

た、食品スーパー事業部門では、品質を重視した「くらしアイ」ブランドを積極的に投入してまいります。

③ 業務用食品販売業との連携強化

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

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

共同取組み、物流・情報システムの共同取組み、ユーザーへの共同提案の充実を更に図ってまいります。

④ 新規事業の育成

　食文化に貢献する企業として、従来より健康補助食品事業や一般家庭向け食材宅配事業の拡大に取組んでまいりま

したが、更に今後の社会構造の変化や消費者ニーズの多様化に対応すべく、既存事業のリノベーションと共に、新た

な可能性を持つ新規事業の萌芽を大切にし、育成してまいります。

【２．組織の活性化と人材の活性化】

①　組織の見直しと活性化

　企業の成長は、そこで働く者の成長に支えられているという考えのもと、マネジメント力とリーダーシップを醸成

する組織の構築を目指してまいります。お客様を頂点に、お客様に最良のサービスが提供できるスピードと品質を実

現するため、大幅な権限委譲により、部門の長が“１経営者のごとく”部門運営で自ら判断し、成果を追及する組織

作りに取組んでまいります。
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② 人材発掘・人材育成

　経営方針である「企業は人なりの実践」のため、当社グループはその時代に即した人事・給与制度のあり方を追求

しており、「成果に報いる処遇体系、公平な評価、適正な人材配置・人材活用」を推進しております。特に、人材育

成策として「個人の特性、職種の特性に応じた人材育成プログラム」の確立を行い、営業力・技術力のアップに取組

んでまいります。また、女性の活躍の場の拡大や、女性の視点による市場のトレンドと顧客ニーズに対応する商品開

発を行うべく「ポジティブ・アクション・プログラム」の推進にも取組んでまいります。

【３．顧客・現場視点の経営】

① 安心・安全及び健康への継続的取組み

　食を提供する企業として、衛生・品質管理面の強化に継続的に取組むとともに、不当表示等による食品の安全性へ

の不安を払拭するため、トレーサビリティ（産地から販売経路まで追跡できる仕組み）の取組みを強化してまいりま

す。また、品質管理室による残留農薬の自主検査、産地への訪問調査をはじめ、事業所における多温度帯管理、ＨＡ

ＣＣＰ対応可能な設備の増強を図ってまいります。更に、より体に良い商品をウェイトアップさせながら継続的に提

供してまいります。

② マーケティング機能の強化

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

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

③ 全社ナレッジマネジメントとの取組み

　高度情報化社会の差別化策として、長年培った営業ノウハウを次代へ継承するため、氾濫する情報を収集、整理、

共有化し、高度に活用するための仕組みを構築いたしましたが、今後とも一層コンテンツの充実とノウハウの蓄積を

図ってまいります。

【４．コンプライアンス(法令遵守)と適時情報開示】

① 強固なガバナンス体制の確立

　継続的な成長のため、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営機構にするとともに、執行役員制に伴う業

務執行のスピードアップと強化並びに社内経営者の育成を促進いたします。また、社外取締役による取締役会の活性

化、社外監査役による経営監査・監督機能の強化及び経営の透明性の向上を図るとともに、取締役会の中に位置付け

たガバナンス委員会により指名・報酬の公平性を高めてまいります。併せて、内部統制を更に強化し、業務の有効性

や効率性を高めるとともに、法令遵守の徹底や財務報告の信頼性を保証する体制作りを進めてまいります。

② ＣＳＲへの積極的な取組み

　当社グループは、環境問題への取組みは企業の社会的使命であると位置付けており、平成11年に本社及び九州本社

のオフィス活動、Ａ－プライス事業部門全店舗における店舗活動において、国際環境規格であるＩＳＯ１４００１の

認証を取得し、その後逐次対象を拡大いたしております。

　今後は、食品安全に関わる管理体制の強化を目的としたＩＳＯ２２０００（食品安全マネジメントシステム）の認

証取得により、食品安全に関わる管理体制の強化、リスクマネジメントの徹底、責任の明確化を実現してまいります。

　また、兵庫楽農生活センターを基盤とする食育にも継続して取組んでまいります。

【５．スピード経営】

①スピード経営の実践

　日々刻々と変化する経営環境に対して、迅速に対応していくことは経営の重要なテーマであるとの認識のもと、組

織の長に対する権限委譲を進め、組織毎の決断のスピードと実行のスピードの両方を上げ、組織経営の徹底を図って

まいります。

② Ｍ＆Ａ戦略の強化

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

業とのシナジーが期待できる企業とのアライアンスを、積極的に活用してまいります。
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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７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 4,196,213 3,309,863 2,920,218

２．受取手形及び売掛
金

11,892,981 12,392,097 11,850,308

３．有価証券 ※２ 4,702,868 3,178,429 2,930,903

４．有価証券運用信託 3,287,243 3,709,175 3,598,400

５．たな卸資産 7,002,073 7,074,297 7,030,783

６．その他 ※３ 1,873,108 2,981,448 1,963,586

７．貸倒引当金 △55,379 △73,754 △67,660

流動資産合計 32,899,108 46.5 32,571,557 46.8 30,226,540 44.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※1,2 10,084,478 9,678,891 9,927,095

(2）土地 ※２ 15,124,115 15,124,160 15,124,160

(3）その他 ※１ 2,559,229 2,348,225 2,240,057

有形固定資産合計 27,767,823 27,151,277 27,291,313

２．無形固定資産 296,160 320,764 331,289

３．投資その他の資産

(1）差入敷金 6,507,664 6,228,131 6,326,857

(2）その他 3,571,958 3,499,831 3,583,212

(3）貸倒引当金 △319,955 △225,616 △252,475

投資その他の資産
合計

9,759,668 9,502,346 9,657,595

固定資産合計 37,823,651 53.5 36,974,388 53.2 37,280,198 55.2

資産合計 70,722,760 100.0 69,545,946 100.0 67,506,738 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛
金

 17,951,614 18,561,062 17,867,273

２．短期借入金 8,751,786 7,193,000 6,027,700

３．未払法人税等 436,941 430,650 560,424

４．賞与引当金 445,923 459,171 368,336

５．その他 2,556,130 2,224,046 2,079,732

流動負債合計 30,142,396 42.6 28,867,930 41.5 26,903,466 39.9
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前中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 20,643,688 20,254,000 20,262,692

２．未払役員退職慰労
金

356,400 － 356,400

３．役員退職慰労引当
金

5,700 11,350 10,500

４．退職給付引当金 502,817 282,454 396,589

５．事業所閉鎖等引当
金

－ 161,290 120,945

６．その他 421,954 592,666 403,642

固定負債合計 21,930,559 31.0 21,301,761 30.6 21,550,769 31.9

負債合計 52,072,955 73.6 50,169,691 72.1 48,454,236 71.8

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  5,344,774 7.6 5,344,774 7.7 5,344,774 7.9

２．資本剰余金  5,041,862 7.1 5,041,862 7.2 5,041,862 7.5

３．利益剰余金  9,152,560 12.9 9,862,212 14.2 9,555,196 14.1

４．自己株式  △1,266,381 △1.8 △1,269,803 △1.8 △1,267,989 △1.9

株主資本合計  18,272,816 25.8 18,979,045 27.3 18,673,844 27.6

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評
価差額金

 297,549 0.4 329,188 0.5 304,785 0.5

２．繰延ヘッジ損益  29,352 0.1 6,238 0.0 23,212 0.0

評価・換算差額等合
計

 326,901 0.5 335,426 0.5 327,997 0.5

Ⅲ　少数株主持分  50,086 0.1 61,782 0.1 50,660 0.1

純資産合計  18,649,804 26.4 19,376,254 27.9 19,052,502 28.2

負債純資産合計  70,722,760 100.0 69,545,946 100.0 67,506,738 100.0
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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２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 79,677,965 100.0 81,736,164 100.0 164,149,984 100.0

Ⅱ　売上原価 63,313,912 79.5 65,059,219 79.6 130,368,170 79.4

売上総利益 16,364,053 20.5 16,676,944 20.4 33,781,814 20.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

１．運賃・荷造費 1,406,459 1,538,907 2,922,204

２．販売促進費 930,208 897,803 1,953,351

３．貸倒引当金繰
入額

8,511 28,629 38,796

４．役員退職慰労
引当金繰入額

800 － 2,500

５．退職給付引当
金繰入額

116,292 104,347 230,166

６．従業員給与 5,530,450 5,579,585 11,081,727

７．従業員賞与 508,065 517,620 1,805,553

８．賞与引当金繰
入額

445,923 459,171 368,336

９．福利厚生費 863,350 888,969 1,784,861

10．旅費交通費 524,245 513,484 1,052,383

11．水道光熱費 764,259 767,688 1,590,313

12．リース料 550,444 494,601 1,069,041

13．減価償却費 571,975 547,142 1,187,135

14．地代家賃 1,680,079 1,686,900 3,358,785

15．その他 1,641,935 15,543,000 19.5 1,543,851 15,568,704 19.0 3,333,023 31,778,182 19.4

営業利益 821,052 1.0 1,108,240 1.4 2,003,631 1.2

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 59,476 68,151 122,666

２．受取配当金 23,759 26,738 38,042

３．その他 131,017 214,253 0.3 121,231 216,122 0.2 427,351 588,060 0.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 87,046 117,555 196,287

２．有価証券売却
損

145,590 15,334 －

３．その他金融費
用

40,138 － －

４．その他 12,571 285,347 0.4 9,991 142,880 0.2 48,894 245,181 0.1

経常利益 749,958 0.9 1,181,481 1.4 2,346,510 1.4
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前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券
売却益

5,614 － 7,889

２．貸倒引当金戻
入額

16,933 － 5,740

３．その他 － 22,547 0.0 10,211 10,211 0.0 28,290 41,921 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却
損

※１ 12,197 20,330 21,034

２．店舗閉鎖損 ※２ 10,991 26,364 37,656

３．減損損失 ※３ 1,020,059 73,189 1,180,824

４．事業所閉鎖等
引当金繰入額

 － 52,305 120,945

５．その他 32,975 1,076,223 1.3 49,742 221,931 0.3 64,047 1,424,507 0.8

税金等調整前
中間（当期）
純利益（△損
失）

△303,717 △0.4 969,761 1.1 963,925 0.6

法人税、住民
税及び事業税

404,482 367,757 1,108,423

法人税等調整
額

△351,121 53,361 0.0 78,230 445,987 0.5 △398,630 709,792 0.4

少数株主利益
（減算）

707 0.0 8,690 0.0 1,200 0.0

中間（当期）
純利益（△損
失）

△357,786 △0.4 515,082 0.6 252,932 0.2
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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２月１日　至平成18年７月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年１月31日　残高

（千円）
5,344,774 5,041,862 9,748,532 △1,266,091 18,869,078

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △208,085  △208,085

中間純損失   △357,786  △357,786

自己株式の取得    △290 △290

利益処分による役員賞与   △30,100  △30,100

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

（千円）
－ － △595,972 △290 △596,262

平成18年７月31日　残高

（千円）
5,344,774 5,041,862 9,152,560 △1,266,381 18,272,816

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損
益

評価・換算差
額等合計

平成18年１月31日　残高

（千円）
401,374 － 401,374 49,477 19,319,930

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △208,085

中間純損失     △357,786

自己株式の取得     △290

利益処分による役員賞与     △30,100

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）
△103,825 29,352 △74,473 609 △73,863

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△103,825 29,352 △74,473 609 △670,126

平成18年７月31日　残高

（千円）
297,549 29,352 326,901 50,086 18,649,804
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当中間連結会計期間（自平成19年２月１日　至平成19年７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19年１月31日　残高

（千円）
5,344,774 5,041,862 9,555,196 △1,267,989 18,673,844

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △208,067  △208,067

中間純利益   515,082  515,082

自己株式の取得    △1,814 △1,814

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

（千円）
－ － 307,015 △1,814 305,201

平成19年７月31日　残高

（千円）
5,344,774 5,041,862 9,862,212 △1,269,803 18,979,045

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損
益

評価・換算差
額等合計

平成19年１月31日　残高

（千円）
304,785 23,212 327,997 50,660 19,052,502

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △208,067

中間純利益     515,082

自己株式の取得     △1,814

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）
24,403 △16,974 7,428 11,121 18,550

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
24,403 △16,974 7,428 11,121 323,751

平成19年７月31日　残高

（千円）
329,188 6,238 335,426 61,782 19,376,254
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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２月１日　至平成19年１月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △208,085  △208,085

剰余金の配当   △208,082  △208,082

当期純利益   252,932  252,932

自己株式の取得    △1,898 △1,898

役員賞与（注）   △30,100  △30,100

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － △193,336 △1,898 △195,234

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

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）     △208,085

剰余金の配当     △208,082

当期純利益     252,932

自己株式の取得     △1,898

役員賞与（注）     △30,100

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△96,589 23,212 △73,376 1,182 △72,193

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△96,589 23,212 △73,376 1,182 △267,428

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

 （注）平成18年４月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 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２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31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２月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間(当
期)純利益（△損失）

△303,717 969,761 963,925

減価償却費 645,518 609,078 1,321,248

減損損失 1,020,059 73,189 1,180,824

固定資産処分損 4,931 25,320 13,146

有価証券評価益
（△）・評価損

221,820 142,259 △2,670

デリバティブ取引評
価益（△）・評価損

53,705 △4,205 △19,737

貸倒引当金の減少額 △40,976 △20,765 △96,174

役員退職慰労引当金
の増加額

800 850 5,600

退職給付引当金の減
少額

△85,212 △114,135 △191,439

役員賞与引当金の増
加額・減少額（△）

－ △25,300 25,300

賞与引当金の増加額 88,657 90,835 11,070

受取利息及び配当金 △83,236 △94,890 △160,709

有価証券売却益 △76,229 △126,925 △164,855

支払利息 87,046 117,555 196,287

その他金融収益の増
加額(△)・減少額

△17,574 22,401 △15,156

投資有価証券売却益 △5,614 － △7,889

売上債権の増加額 △45,317 △541,788 △2,645

たな卸資産の増加額 △187,002 △43,513 △215,713

その他債権の増加額 △60,509 △10,176 △58,129

仕入債務の増加額・
減少額（△）

△247,153 693,788 △331,494

その他債務の増加
額・減少額（△）

306,667 111,354 △3,800

未払消費税の減少額 △94,999 △1,062 △79,078

役員賞与の支払額 △30,100 － △30,100

その他 40,120 △121,860 225,467

小計 1,191,682 1,751,772 2,563,275
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前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31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２月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

法人税等の支払額 △626,400 △491,808 △1,203,025

利息及び配当金の受
取額

64,569 71,487 104,792

利息の支払額 △91,895 △121,730 △198,891

その他金融収益入金
額・その他金融費用
支払額（△）

17,690 △23,923 14,870

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

555,647 1,185,797 1,281,021

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

定期預金の預入によ
る支出

△28,014 △13,020 △33,014

定期預金の払戻によ
る収入

28,013 38,025 33,013

有価証券運用信託の
設定による支出

－ △100,000 －

 有価証券運用信託の
解約による収入

500,000 － 600,000

有価証券の取得によ
る支出

△1,560,325 △213,766 △3,410,589

有価証券の売却によ
る収入

428,047 968,245 2,477,612

固定資産の取得によ
る支出

△874,851 △618,165 △1,658,113

固定資産の売却等に
よる収入

249,169 230,866 550,074

投資有価証券の取得
による支出

△34,310 △15,856 △40,042

投資有価証券の売却
による収入

9,887 － 12,767

貸付金の貸付による
支出

△97 △2,500 △250

貸付金の回収による
収入

626 61 742

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,281,854 273,890 △1,467,800
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前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31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２月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純増加
額・純減少額（△）

385,000 △708 △114,291

長期借入による収入 5,300,000 3,700,000 8,800,000

長期借入金の返済に
よる支出

△3,843,858 △2,542,684 △9,949,648

少数株主からの払込
による収入

－ 2,500 －

自己株式の取得によ
る支出

△290 △1,814 △1,898

配当金の支払額 △207,883 △208,080 △416,155

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

1,632,968 949,212 △1,681,992

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

△283 988 △48

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

906,477 2,409,888 △1,868,819

Ⅵ　現金及び現金同等物期
首残高

4,766,040 2,897,220 4,766,040

Ⅶ　現金及び現金同等物中
間期末(期末)残高

※ 5,672,517 5,307,108 2,897,220
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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２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１．連結の範囲に関す

る事項

(1）当社の連結子会社は、８社（㈱大

久横山、㈱ＴＳＫ、㈱エヌオー

シー、㈱アクト・デリカ、㈱大辰水

産、サンエバー㈱、㈱アスピット、

㈱フィナンシャル・アドバイス）で

あります。

(1）当社の連結子会社は、９社（㈱大

久横山、㈱ＴＳＫ、㈱エヌオー

シー、㈱アクト・デリカ、㈱大辰水

産、サンエバー㈱、㈱アスピット、

㈱フィナンシャル・アドバイス、ダ

イタツ㈱）であります。

　　上記のうち、ダイタツ㈱について

は、当中間連結会計期間において新

たに設立したため、連結の範囲に含

めております。

(1）当社の連結子会社は、８社（㈱大

久横山、㈱ＴＳＫ、㈱エヌオー

シー、㈱アクト・デリカ、㈱大辰水

産、サンエバー㈱、㈱アスピット、

㈱フィナンシャル・アドバイス）で

あります。

(2）非連結子会社

　非連結子会社が１社（㈱ダイタ

ツ）あります。㈱ダイタツは小規模

であり純資産額も少なく、かつ、平

成15年２月より営業を休止し重要性

が乏しいため、連結の範囲から除外

しております。

(2）非連結子会社

　同左

(2）非連結子会社

　同左

２．持分法の適用に関

する事項

　持分法の適用会社はありません。

　非連結子会社については、連結中間

純損益及び利益剰余金等に与える影響

が軽微であるため、持分法は適用して

おりません。

　同左

 

　持分法の適用会社はありません。

　非連結子会社については、連結当期

純損益及び利益剰余金等に与える影響

が軽微であるため、持分法は適用して

おりません。

３．連結子会社の中間

決算日（決算日）等

に関する事項

　連結子会社８社の中間決算日は７月

31日であり中間連結決算日に一致して

おります。

　連結子会社９社の中間決算日は７月

31日であり中間連結決算日に一致して

おります。

　連結子会社８社の決算日は１月31日

であり連結決算日に一致しております。

４．会計処理基準に関

する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法

①　有価証券

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均

法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法

①　有価証券

売買目的有価証券

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法

①　有価証券

売買目的有価証券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

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

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

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

③　有価証券運用信託

時価法

③　有価証券運用信託

同左

③　有価証券運用信託

同左

④　たな卸資産

商品

ディストリビューター事業及

びＡ－プライス事業

当社は月別総平均法による

原価法、その他の連結子会

社は、主として最終仕入原

価法によっております。

④　たな卸資産

商品

ディストリビューター事業及

びＡ－プライス事業

同左

④　たな卸資産

商品

ディストリビューター事業及

びＡ－プライス事業

同左

食品スーパー事業

売価還元法による原価法。

ただし、生鮮食品等一部商

品については最終仕入原価

法によっております。

食品スーパー事業

同左

食品スーパー事業

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①　有形固定資産

　適用状況は次のとおりでありま

す。　

(2）重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①  有形固定資産

　適用状況は次のとおりでありま

す。　

(2）重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①  有形固定資産

　適用状況は次のとおりでありま

す。　

建物（建物附属設備を
除く）

定額法

その他の
有形固定
資産

当社の鳥栖
コーヒー工
場、鳥栖食
品工場に所
在するもの
及び主要な
電算機器、
㈱ＴＳＫの
所有するも
の全て並び
にサンエ
バー㈱の一
部工場に所
在するもの

定額法

上記以外の
もの

定率法

建物（建物附属設備を
除く）

定額法

その他の
有形固定
資産

当社の鳥栖
コーヒー工
場、鳥栖食
品工場に所
在するもの
及び主要な
電算機器、
㈱ＴＳＫの
所有するも
の全て並び
にサンエ
バー㈱の一
部工場に所
在するもの

定額法

上記以外の
もの

定率法

建物（建物附属設備を
除く）

定額法

その他の
有形固定
資産

当社の鳥栖
コーヒー工
場、鳥栖食
品工場に所
在するもの
及び主要な
電算機器、
㈱ＴＳＫの
所有するも
の全て並び
にサンエ
バー㈱の一
部工場に所
在するもの

定額法

上記以外の
もの

定率法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物…７～47年

機械装置及び運搬具・器具備品…

４～16年

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物…７～47年

機械装置及び運搬具・器具備品…

４～16年

　（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、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更してお

ります。

　　　これに伴う損益の影響は軽微で

あります。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物…７～47年

機械装置及び運搬具・器具備品…

４～16年

②　無形固定資産

　定額法によっております。なお、

ソフトウェア（自社利用）につい

ては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

②  無形固定資産

　  同左

②　無形固定資産

  　同左 

 

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権及び貸付金その他これ

らに準ずる債権の貸倒れによる損

失に備えるため、信用度に応じて

グルーピングを行い貸倒実績率を

見込み、グルーピングした以外の

特定の債権については、回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に

充てるため、将来の支給見込額の

うち当中間連結会計期間の負担額

を計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に

充てるため、将来の支給見込額の

うち当連結会計年度の負担額を計

上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

③　役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金を適正に期間損

益に配分するため、一部の連結子

会社では、内規に基づく当中間連

結会計期間末要支給額の100％相

当額を役員退職慰労引当金として

計上しております。 

③　役員退職慰労引当金

同左

③　役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金を適正に期間損

益に配分するため、一部の連結子

会社では、内規に基づく当連結会

計年度末要支給額の100％相当額

を役員退職慰労引当金として計上

しております。

④　退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当中間連結会計期間末における退

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

る額を計上しております。なお、

当社における一部の短期契約社員

等異なった退職金規定に基づく社

員及び一部連結子会社については

簡便法によっております。

④　退職給付引当金

      同左

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計

上しております。

　なお、当社における一部の短期

契約社員等異なった退職金規定に

基づく社員及び一部連結子会社に

ついては簡便法によっております。

（会計方針の変更）

当連結会計年度において年金

資産が退職給付債務を上回った

ため、当連結会計年度より、

「「退職給付に係る会計基準」

の一部改正」（企業会計基準委

員会　平成17年３月16日　企業

会計基準第３号）及び「「退職

給付に係る会計基準」の一部改

正に関する適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年３月16

日　企業会計基準適用指針第７

号）を適用しております。

────── ⑤　事業所閉鎖等引当金

  賃借店舗の営業撤退に伴う損失

に備えるため、その損失見込額を

見積り計上しております。

⑤　事業所閉鎖等引当金

      同左

(4）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、特例処理の要件を満

たしている金利スワップに関して

は、特例処理を採用しております。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…長期借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　当社は、事業活動に伴い発生す

る為替、金利の変動リスクを回避

するためデリバティブ取引を行っ

ております。その実行及び運用は

デリバティブ取引管理規程に基づ

き行われ、リスク管理しておりま

す。上記ヘッジ手段の金利スワッ

プは、借入金金利の変動リスクを

回避する目的のものであります。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間におけるヘッジ対象

の相場変動又はキャッシュ・フ

ロー変動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フロー変

動の累計を比較し、両者の変動額

等を基礎として有効性を判定して

おります。ただし、特例処理の要

件を満たしている金利スワップに

ついては、ヘッジ有効性判定を省

略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

(6）その他中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

  同左

(6）その他連結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方法

  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

　手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

　  同左   　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２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　　　当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）を適用しております。これにより

税金等調整前中間純利益は1,020,059

千円減少しております。

 　　 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。

─────  （固定資産の減損に係る会計基準）

 　　当連結会計年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税金等

調整前当期純利益は1,180,824千円減少

しております。

     なお、減損損失累計額については、改

正後の連結財務諸表規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。

 （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）を適用してお

ります。 

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は18,570,365千円であります。 

　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

則により作成しております。

─────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準）

 　　当連結会計年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 　従来の資本の部の合計に相当する金額は

18,978,629千円であります。

 　　なお、連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結貸借対照

表の純資産の部については、改正後の

連結財務諸表規則により作成しており

ます。
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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２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

（中間連結損益計算書）

　「受取配当金」は、前中間連結会計期間まで営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の総額の100分の10

を超えたため区分掲記いたしました。

　なお、前中間連結会計期間における「受取配当金」の金額は、22,839

千円であります。

─────

 

─────

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「未払役員退職慰

労金」（当中間連結会計期間末の残高は162,300千円）は、当中間連

結会計期間末において資産の総額の100分の５以下のため、固定負債

の「その他」に含めて表示することとしました。

 

─────

（中間連結損益計算書）

   前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「役員退職慰労

引当金繰入額」（当中間連結会計期間の金額は850千円）は、少額で

あるため販売費及び一般管理費「その他」に含めて表示することとし

ました。

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

───── 　Ａ－プライス事業部門においては、売上ポイント

（平成17年８月より新売上ポイント制に順次切替）

を発行し、顧客が一定のポイントを獲得すれば値引

金券を発行する制度を採用しており、発行金券の未

使用分については、未払金として計上しております。

しかし、発生ポイントの金券未発行残の内、金券発

行見込額については、見積額を計上するにはデータ

が不充分なため計上しておりません。当連結会計年

度末にはデータ量も充分となり、質的にもシステム

を整備して把握可能となるため、金券発行見積高を

引当金として計上する予定であります。

─────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

項目
前中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

前連結会計年度末
（平成19年１月31日）

※１　有形固定資産 (千円) (千円) (千円)

減価償却累計額 13,741,109 14,613,518 14,284,703

※２　担保提供資産 (千円) (千円) (千円)

有価証券

建物

土地

計

52,485

1,295,018

3,121,981

4,469,485

－

1,124,807

2,887,372

4,012,180

－

1,266,466

3,121,981

4,388,447

対応する債務

長期借入金

（１年内返済予定長

期借入金を含む）

968,474 732,000 844,684

※３　 ────── 　流動資産「その他」には、現

先取引による短期貸付金996,508

千円が含まれております。当該

現先取引に係る担保受入有価証

券の時価は996,600千円でありま

す。

──────

コミットメントライン契約

　当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引金融機関

（15社）との間でコミットメン

トライン契約を締結しておりま

す。

　当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引金融機関

（15社）との間でコミットメン

トライン契約を締結しておりま

す。

  当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため、取引金融機関（15

社）との間でコミットメントライ

ン契約を締結しております。

(千円) (千円) (千円) 

契約極度額

借入実行額

差引額

6,000,000

－

6,000,000

6,000,000

－

6,000,000

6,000,000

－

6,000,000
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（中間連結損益計算書関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

※１　この内訳は

次のとおりで

あります。

(千円)

建物及び構築物 1,813

機械装置及び運搬具 1,030

器具備品 2,008

その他 7,345

計 12,197

(千円)

建物及び構築物 1,544

機械装置及び運搬具 8,062

器具備品 4,546

その他 6,176

計 20,330

(千円)

建物及び構築物 3,308

機械装置及び運搬具 2,465

器具備品 5,923

その他 9,336

計 21,034

※２　この内訳は

次のとおりで

あります。

(千円)

器具備品 78

店舗撤去費用 8,852

その他 2,059

計 10,991

(千円)

建物及び構築物 10,385

機械装置及び運搬具 492

器具備品 288

店舗撤去費用 15,197

計 26,364

(千円)

建物及び構築物 1,216

器具備品 233

店舗撤去費用 36,206

計 37,656

※３ 　当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上いたしました。 

用途 場所 種類

 事業所  福岡県他  土地、建物他

 店舗  兵庫県他  土地、建物他

 遊休資産  兵庫県  土地、建物他

  当社グループは、店舗、事業所をグ

ルーピングの最小単位としております。

また、遊休資産につきましては、個々

の物件を最小単位にしております。

  その結果、事業所、店舗につきまし

ては地価の著しい下落及び収益性の低

下、遊休資産につきましては市場価格

の下落により帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を次のとおり

特別損失に計上しております。

 　　　　　　　（単位：百万円）

用途
建物及び

構築物
土地 その他

 事業所 29 108 2

 店舗 589 121 47

 遊休資産 17 46 57

 合計 635 277 107

　なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

土地につきましては固定資産税評価額

を基礎として算定した公示価格相当額、

建物については固定資産税評価額、構

築物及び機械装置については零円で評

価しております。

　当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上いたしました。 

用途 場所 種類

 店舗  兵庫県他  建物他

  当社グループは、店舗、事業所をグ

ルーピングの最小単位としております。

また、遊休資産につきましては、個々

の物件を最小単位にしております。

  その結果、店舗につきましては収益

性の低下により帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を次のとお

り特別損失に計上しております。

 　　　　　　　（単位：百万円）

用途
建物及び

構築物
その他

 店舗 53 19

　なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

すべて零円で評価しております。

　当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損

失を計上いたしました。

用途 場所 種類

 事業所  福岡県他  土地、建物他

 店舗  兵庫県他  土地、建物他

 遊休資産  兵庫県  土地、建物他

  当社グループは、店舗、事業所をグ

ルーピングの最小単位としております。

また、遊休資産につきましては、個々の

物件を最小単位にしております。

  その結果、事業所、店舗につきまして

は地価の著しい下落及び収益性の低下、

遊休資産につきましては市場価格の下落

により帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を次のとおり特別損失に

計上しております。

 　　　　　　　（単位：百万円）

用途
建物及び

構築物
土地 その他

 事業所 29 108 2

 店舗 744 121 53

 遊休資産 17 46 57

 合計 790 277 112

　なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、土

地につきましては固定資産税評価額を基

礎として算定した公示価格相当額、建物

については固定資産税評価額、構築物及

び機械装置については零円で評価してお

ります。
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（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２月１日　至　平成18年７月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

 
前連結会計年度末

 株式数（株）

当中間連結会計期間

 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     

 普通株式 27,530,417 － － 27,530,417

合計 27,530,417 － － 27,530,417

 自己株式     

 普通株式（注） 1,519,722 350 － 1,520,072

合計 1,519,722 350 － 1,520,072

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加350株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

 （円）
基準日 効力発生日

 平成18年４月26日

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

 

(2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

　（千円）　
配当の原資

１株当たり配

当額（円）
基準日 効力発生日

 平成18年９月19日

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

当中間連結会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

 
前連結会計年度末

 株式数（株）

当中間連結会計期間

 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

 普通株式 55,060,834 － － 55,060,834

合計 55,060,834 － － 55,060,834

 自己株式

 普通株式（注） 3,044,034 4,590 － 3,048,624

合計 3,044,034 4,590 － 3,048,624

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,590株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

 （円）
基準日 効力発生日

 平成19年４月26日

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

 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

　（千円）　
配当の原資

１株当たり配

当額（円）
基準日 効力発生日

 平成19年９月20日

取締役会
普通株式 208,048  利益剰余金 4  平成19年７月31日  平成19年10月10日
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前連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

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

合計 27,530,417 27,530,417 － 55,060,834

自己株式

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

合計 1,519,722 1,524,312 － 3,044,034

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

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

による増加4,090株であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

 （円）
基準日 効力発生日

 平成18年４月26日

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

 平成18年９月19日

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

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

　（千円）　
配当の原資

１株当たり配

当額（円）
基準日 効力発生日

 平成19年４月26日

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

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

※　現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高と中間連結

貸借対照表（連結貸借対照

表）に掲記されている科目の

金額との関係

(千円) (千円) (千円)

現金及び預金勘定

有価証券勘定

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金

価格変動リスクのある株式

等有価証券

現先（流動資産「その

他」）

現金及び現金同等物

4,196,213

4,702,868

△33,014

△3,193,548

－

5,672,517

3,309,863

3,178,429

△8,009

△2,169,683

996,508

5,307,108

2,920,218

2,930,903

△33,014

△2,920,886

－

2,897,220
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（リース取引関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１．リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引

(1）リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計額

相当額及び中間期末（期

末）残高相当額

有形固定資産（その他）
（千円） （千円） （千円）

取得価額相当額

減価償却累計額相当額

中間期末（期末）残高

相当額

3,308,515

2,025,723

1,282,791

3,609,707

2,573,607

1,036,099

3,457,292

2,308,418

1,148,874

(2）未経過リース料中間期

末（期末）残高相当額 （千円） （千円） （千円）

１年内

１年超

計

515,161

789,848

1,305,010

438,113

614,042

1,052,155

471,992

696,545

1,168,538

（注）未経過リース料中間期末残高

相当額の算定は、支払利息相当

額を控除したものであります。

  同左 （注）未経過リース料期末残高相当

額の算定は、支払利息相当額を

控除したものであります。

(3）支払リース料、減価償

却費相当額及び支払利息

相当額 （千円） （千円） （千円）

支払リース料

減価償却費相当額

支払利息相当額

321,362

305,593

12,696

272,997

262,230

10,840

618,054

588,900

23,742

(4）減価償却費相当額の算

定方法

　リース期間を耐用年数とし残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。

  同左   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

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。

  同左   同左

２．オペレーティング・リー

ス取引

（店舗等の賃借料でリース

期間内に解約不能のもの）

未経過リース料 （千円） （千円） （千円）

１年内

１年超

計

444,296

2,518,515

2,962,812

470,616

2,455,529

2,926,146

445,556

2,370,414

2,815,971
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末

（平成18年７月31日）

当中間連結会計期間末

（平成19年７月31日）

前連結会計年度末

（平成19年１月31日）

取得原価

（千円）

中間連結貸

借対照表計

上額

（千円）

差額

（千円）

取得原価

（千円）

中間連結貸

借対照表計

上額

（千円）

差額

（千円）

取得原価

（千円）

連結貸借対

照表計上額

（千円）

差額

（千円）

(1）株式 1,095,221 1,596,883 501,662 1,123,478 1,677,913 554,434 1,099,187 1,612,931 513,744

(2）債券

 国債・地方債

等
6,745 6,667 △78 10,994 10,984 △10 7,021 7,140 118

 社債 － － － － － － － － －

 その他 － － － － － － － － －

(3）その他 － － － － － － － － －

合計 1,101,967 1,603,550 501,583 1,134,473 1,688,897 554,424 1,106,208 1,620,072 513,863

　（注）  減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合は全て減損処理を行い、30

～50％程度下落した場合は回復可能性等を考慮して必要と認められたものについて減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前中間連結会計期間末

（平成18年７月31日）

当中間連結会計期間末

（平成19年７月31日）

前連結会計年度末

（平成19年１月31日）

中間連結貸借対照表計上額

（千円）

中間連結貸借対照表計上額

（千円）

連結貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券

非上場株式 168,213 159,998 169,203
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（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

１．通貨関連

種類

前中間連結会計期間末
（平成18年7月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

前連結会計年度末
（平成19年１月31日）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

為替予約取引

買建

米ドル 155,064 157,828 2,763 172,824 175,531 2,706 180,003 190,037 10,033

ユーロ 27,957 28,977 1,019 45,333 48,471 3,137 － － －

売建

米ドル 192,482 189,908 2,573 143,204 139,609 3,594 364,448 369,410 △4,961

ユーロ 127,747 130,551 △2,803 366,780 370,807 △4,026 147,937 156,078 △8,140

カナダドル － － － 55,494 55,111 383 － － －

ＮＺドル － － － 90,290 89,815 475 － － －

豪ドル － － － 49,608 50,140 △531 － － －

スワップ取引

受取米ドル・

支払円
1,219,520 △6,849 △6,849 971,220 60,062 60,062 1,219,520 75,243 75,243

受取円・支払

米ドル
235,900 4,411 4,411 235,900 △5,414 △5,414 235,900 △7,053 △7,053

受取ユーロ・

支払円
130,960 17,326 17,326 294,360 32,228 32,228 130,960 27,228 27,228

－ － 18,442 － － 92,615 － － 92,350

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

２．金利関連

種類

前中間連結会計期間末
（平成18年7月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

前連結会計年度末
（平成19年１月31日）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

スワップ取引

受取固定・支払

変動

米ドル

ドル

10,000,000 △55,578 △55,578

ドル

15,000,000 △31,429 △31,429

ドル

10,000,000 △48,533 △48,533

円 1,000,000 4,335 4,335 3,000,000 △6,060 △6,060 1,000,000 8,571 8,571

受取変動・支払

固定

米ドル

ドル

5,000,000 18,646 18,646

ドル

5,000,000 10,867 10,867

ドル

5,000,000 15,292 15,292

円 1,000,000 20,968 20,968 3,000,000 47,325 47,325 1,000,000 12,575 12,575

－ － △11,627 － － 20,703 － － △12,092

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

（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２月１日　至平成18年７月31日）

─────

当中間連結会計期間（自平成19年２月１日　至平成19年７月31日）

 当中間会計期間に付与したストック・オプションはありません。
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前連結会計年度（自平成18年２月１日　至平成19年１月31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

平成15年ストック・オプション

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

ストック・オプション数

（注）

普通株式

　　　3,922,000株

付与日 平成15年７月30日

権利確定条件 特に定めておりません。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間
自　平成19年７月１日

 至　平成22年６月30日

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

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

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成15年ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 3,922,000

付与 －

失効 －

権利確定 －

未確定残 3,922,000

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

②　単価情報

平成15年ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 444

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －
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（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２月１日　至平成18年７月31日）

ＤＴＢ
（千円）

ＡＰ
（千円）

ＦＳＭ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 48,090,352 17,029,149 14,558,464 79,677,965 － 79,677,965

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
688,497 － － 688,497 (688,497) －

計 48,778,850 17,029,149 14,558,464 80,366,463 (688,497) 79,677,965

営業費用 48,114,120 16,921,723 14,509,566 79,545,410 (688,497) 78,856,912

 営業利益 664,729 107,425 48,897 821,052 (－) 821,052

　（注）１．事業区分の方法

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

ＳＭ）に区分しております。

２．各事業区分の主要な商品

(1）ＤＴＢ　……………　外食産業等に対する食材等

(2）ＡＰ　　……………　外食産業等に対する食材等

(3）ＦＳＭ　……………　食品及び雑貨

３．配賦不能営業費用はありません。

当中間連結会計期間（自平成19年２月１日　至平成19年７月31日）

ＤＴＢ
（千円）

ＡＰ
（千円）

ＦＳＭ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 50,474,714 16,814,934 14,446,515 81,736,164 － 81,736,164

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
712,226 － 5,592 717,819 (717,819) －

計 51,186,940 16,814,934 14,452,108 82,453,983 (717,819) 81,736,164

営業費用 50,360,900 16,607,117 14,377,725 81,345,743 (717,819) 80,627,923

 営業利益 826,040 207,816 74,382 1,108,240 (－) 1,108,240

　（注）１．事業区分の方法

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

ＳＭ）に区分しております。

２．各事業区分の主要な商品

(1）ＤＴＢ　……………　外食産業等に対する食材等

(2）ＡＰ　　……………　外食産業等に対する食材等

(3）ＦＳＭ　……………　食品及び雑貨

３．配賦不能営業費用はありません。
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前連結会計年度（自平成18年２月１日　至平成19年１月31日）

ＤＴＢ
（千円）

ＡＰ
（千円）

ＦＳＭ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 99,548,490 35,214,050 29,387,443 164,149,984 － 164,149,984

(2）セグメント間の内部売上高

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

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

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

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

　（注）１．事業区分の方法

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

ＳＭ）に区分しております。

２．各事業区分の主要な商品

(1）ＤＴＢ　……………　外食産業等に対する食材等

(2）ＡＰ　　……………　外食産業等に対する食材等

(3）ＦＳＭ　……………　食品及び雑貨

 ３．配賦不能営業費用はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　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本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における当社及び連結子会社の海外売上高が

ないため、該当事項はありません。
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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２月１日

至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日

至　平成19年７月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

１株当たり純資産額 715.09
 

円
371.34

 

円
365.30

 

円

１株当たり中間（当期）純利益（△

損失）金額
△13.76

 

円
9.90

 

円
4.86

 

円

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額

　潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式

が存在するものの１株当たり中間

純損失であり、また、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、希薄化効

果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

当社は、平成18年11月１日付で普

通株式１株につき２株の株式分割

を行っております。当該株式分割

が前期首に行われたと仮定した場

合における前中間連結会計期間の

１株当たり情報の各数値はそれぞ

れ以下のとおりであります。

１株当たり純資産額

357.54円

１株当たり中間純利益

（△損失）金額

△6.88円

  潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

当社は、平成18年11月１日付で普通

株式１株につき２株の株式分割を

行っております。当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合にお

ける前連結会計年度の１株当たり情

報の各数値はそれぞれ以下のとおり

であります。

１株当たり純資産額

369.85円

１株当たり当期純利益金額

20.78円

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間末

（平成18年７月31日）

当中間連結会計期間末

（平成19年７月31日）

前連結会計年度末

（平成19年１月31日）

純資産の部の合計額（千円） 18,649,804 19,376,254 19,052,502

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
50,086 61,782 50,660

（うち少数株主持分） (50,086) (61,782) (50,660)

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産

額（千円）
18,599,717 19,314,472 19,001,842

１株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式数

 （株）

26,010,345 52,012,210 52,016,800

２．１株当たり中間（当期）純利益（△損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日

至　平成19年７月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

１株当たり中間(当期)純利益（△損失）金

額

中間（当期）純利益（△損失）（千円） △357,786 515,082 252,932

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（△損

失）（千円）
△357,786 515,082 252,932

普通株式の期中平均株式数（株） 26,010,512 52,014,407 52,020,359

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要

平成15年４月24日の定時株主

総会において特別決議された

ストックオプション：

1,961個

同左 同左
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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２月１日

至　平成18年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日

至　平成19年７月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

　平成18年９月28日開催の当社取締役会の決議に基

づき、次のとおり株式分割による新株式を発行いた

します。

 １．株式分割の目的

　当社株式の流動性向上を図るとともに、１株当た

りの投資金額を引下げ、投資家層の拡大を目的とす

るものであります。

 ２．株式分割の概要

　平成18年11月１日付をもって普通株式１株につき

２株の割合にて分割いたします。

(1）分割により増加する株式数

　　普通株式　　27,530,417株

(2）分割の方法

　平成18年10月31日最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有普通株式

を１株につき２株の割合をもって分割いたします。

  ３．発行可能株式総数の増加

　当該株式分割に伴い、会社法第184条第２項（旧

商法第218条第２項）の規定に基づき、平成18年11

月１日付をもって、当社定款を変更し、発行する株

式の総数を現行の69,877,000株から69,877,000株増

加させ、139,754,000株といたします。

　４．ストック・オプションの権利行使価格の調整

　当該株式分割に伴い、ストック・オプション（新

株予約権）の１株当たりの権利行使価格を平成18年

11月１日以降、次のように調整いたします。

 
調整後行使価

格

調整前行使価

格

 平成15年４月24日開催の定時株主

総会の特別決議に基づく新株予約

権

444円  888円

　平成19年８月29日、株式会社すかいらー

くよりフレッシュすかいらーく株式会社の

全株式の譲渡を受ける旨基本合意し、取締

役会で決議いたしました。その詳細につき

ましては、同日付の東京証券取引所、大阪

証券取引所及び福岡証券取引所の適時開示

情報をご参照ください。

──────

　５．１株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前中間連結会計期間及び前連結会計年度における

１株当たり情報並びに当期首に行われたと仮定した

場合の当中間連結会計期間における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産額

 360.25円

１株当たり純資産額 

357.54円

１株当たり純資産

額 

369.85円

１株当たり中間純

利益金額

  10.54円

１株当たり中間純損

失金額

  6.88円

１株当たり当期純

利益金額

 20.78円

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額については、希薄

化効果を有している

潜在株式が存在しな

いため記載しており

ません。 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額に

ついては、潜在株式が

存在するものの１株当

たり中間純損失であり、

また、希薄化効果を有

している潜在株式が存

在しないため記載して

おりません。 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額については、希薄

化効果を有している

潜在株式が存在しな

いため記載しており

ません。 
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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７月31日）

当中間会計期間末
（平成19年７月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 3,775,247 2,863,933 2,200,589

２．受取手形 114,474 108,722 133,314

３．売掛金 11,039,106 11,537,355 10,988,127

４．有価証券 ※２ 4,693,217 3,155,852 2,920,749

５．有価証券運用信託 3,287,243 3,709,175 3,598,400

６．たな卸資産 6,603,555 6,645,921 6,579,483

７．その他 ※３ 2,115,825 3,213,184 2,073,750

８．貸倒引当金 △55,150 △68,599 △59,687

流動資産合計 31,573,518 44.4 31,165,546 44.7 28,434,727 42.0

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 ※1.2 8,890,039 8,532,422 8,740,104

(2）土地 ※２ 13,574,331 13,574,376 13,574,376

(3）その他 ※１ 2,955,123 2,716,874 2,625,073

有形固定資産合計 25,419,495 35.7 24,823,674 35.7 24,939,554 36.9

２．無形固定資産 279,383 0.4 304,745 0.4 316,902 0.5

３．投資その他の資産

(1）関係会社長期貸
付金

3,632,400 3,688,600 3,858,000

(2）差入敷金 6,515,804 6,246,294 6,345,073

(3）その他 4,683,514 4,836,676 4,754,858

(4）貸倒引当金 △990,545 △1,407,098 △1,008,657

投資その他の資産
合計

13,841,173 19.5 13,364,472 19.2 13,949,274 20.6

固定資産合計 39,540,052 55.6 38,492,892 55.3 39,205,731 58.0

資産合計 71,113,570 100.0 69,658,439 100.0 67,640,458 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 17,148,585 17,666,072 16,780,667

２．短期借入金 8,719,000 7,193,000 5,997,708

３．未払法人税等 417,789 405,279 534,294

４．賞与引当金 430,000 442,000 354,000

５．その他 2,382,744 2,063,249 1,936,751

流動負債合計 29,098,118 40.9 27,769,602 39.9 25,603,422 37.9

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 20,597,000 20,254,000 20,226,000

２．未払役員退職慰労
金

356,400 － 356,400

３．退職給付引当金 448,888 232,185 342,447

４．事業所閉鎖等引当
金

－ 161,290 120,945
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前中間会計期間末
（平成18年７月31日）

当中間会計期間末
（平成19年７月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

５．その他 287,226 459,499 268,741

固定負債合計 21,689,515 30.5 21,106,976 30.3 21,314,533 31.5

負債合計 50,787,633 71.4 48,876,578 70.2 46,917,956 69.4

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  5,344,774 7.5 5,344,774 7.7 5,344,774 7.9

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  5,041,861 5,041,861 5,041,861

(2）その他資本剰余
金

 1 1 1

資本剰余金合計  5,041,862 7.1 5,041,862 7.2 5,041,862 7.5

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  563,966 563,966 563,966

(2）その他利益剰余
金

 

配当準備積立金  930,000 930,000 930,000

固定資産圧縮積
立金

 174,097 177,284 175,676

特別償却準備金  5,480 2,335 3,722

別途積立金  2,140,000 2,140,000 2,140,000

繰越利益剰余金  7,094,221 7,543,335 7,490,726

利益剰余金合計  10,907,765 15.4 11,356,921 16.3 11,304,092 16.7

４．自己株式  △1,266,381 △1.8 △1,269,803 △1.8 △1,267,989 △1.9

株主資本合計  20,028,021 28.2 20,473,755 29.4 20,422,740 30.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評
価差額金

 268,562 0.4 301,866 0.4 276,549 0.4

２．繰延ヘッジ損益  29,352 0.0 6,238 0.0 23,212 0.0

評価・換算差額等合
計

 297,914 0.4 308,105 0.4 299,762 0.4

純資産合計  20,325,936 28.6 20,781,860 29.8 20,722,502 30.6

負債純資産合計  71,113,570 100.0 69,658,439 100.0 67,640,458 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 75,823,935 100.0 78,020,785 100.0 156,388,542 100.0

卸売部門 ※１ (61,265,471) (63,568,676) (127,000,914)

小売部門 ※１ (14,558,464) (14,452,108) (29,387,627)

Ⅱ　売上原価 60,593,282 79.9 62,481,476 80.1 124,894,210 79.9

卸売部門 (49,467,105) (51,461,430) (102,518,508)

小売部門 (11,126,177) (11,020,045) (22,375,701)

売上総利益 15,230,652 20.1 15,539,309 19.9 31,494,332 20.1

卸売部門 (11,798,365) (12,107,246) (24,482,406)

小売部門 (3,432,286) (3,432,062) (7,011,926)

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

14,354,653 18.9 14,484,003 18.5 29,474,917 18.8

営業利益 875,999 1.2 1,055,306 1.4 2,019,415 1.3

Ⅳ　営業外収益 ※２ 222,140 0.3 236,931 0.3 615,634 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※３ 281,858 0.4 138,500 0.2 238,828 0.2

経常利益 816,280 1.1 1,153,737 1.5 2,396,220 1.5

Ⅵ　特別利益 ※４ 15,733 0.0 14,110 0.0 31,983 0.0

Ⅶ　特別損失 ※5.6 946,169 1.3 651,056 0.9 1,315,669 0.8

税引前中間
(当期)純利益
（△損失）

△114,156 △0.2 516,791 0.6 1,112,534 0.7

法人税、住民
税及び事業税

385,127 341,784 1,068,700

法人税等調整
額

△361,150 23,976 0.0 △85,888 255,895 0.3 △422,443 646,257 0.4

中間（当期）
純利益（△損
失）

△138,132 △0.2 260,896 0.3 466,277 0.3
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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２月１日　至平成18年７月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
資本
準備金

 
その他
資本
剰余金

 
資本
剰余金
合計

 
利益
準備金

 その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

配当準備
積立金

固定資産
圧縮積立

金

特別償却
準備金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年１月31日　残高

（千円）
5,344,774 5,041,861 1 5,041,862 563,966 930,000 175,531 10,753 2,140,000 7,463,732 11,283,983

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し       △1,434   1,434 －

特別償却準備金の取崩し        △5,272  5,272 －

剰余金の配当          △208,085 △208,085

利益処分による役員賞与          △30,000 △30,000

中間純損失          △138,132 △138,132

自己株式の取得            

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

（千円）
－ － － － － － △1,434 △5,272 － △369,510 △376,217

平成18年７月31日　残高

（千円）
5,344,774 5,041,861 1 5,041,862 563,966 930,000 174,097 5,480 2,140,000 7,094,221 10,907,765

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額

等合計 

平成18年１月31日　残高

（千円）
△1,266,091 20,404,529 366,382 － 366,382 20,770,911

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

し
 －    －

特別償却準備金の取崩し  －    －

剰余金の配当  △208,085    △208,085

利益処分による役員賞与  △30,000    △30,000

中間純損失  △138,132    △138,132

自己株式の取得 △290 △290    △290

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

  △97,819 29,352 △68,467 △68,467

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△290 △376,507 △97,819 29,352 △68,467 △444,974

平成18年７月31日　残高

（千円）
△1,266,381 20,028,021 268,562 29,352 297,914 20,325,936
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当中間会計期間（自平成19年２月１日　至平成19年７月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
資本
準備金

 
その他
資本
剰余金

 
資本
剰余金
合計

 
利益
準備金

 その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

配当準備
積立金

固定資産
圧縮積立

金

特別償却
準備金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年１月31日　残高

（千円）
5,344,774 5,041,861 1 5,041,862 563,966 930,000 175,676 3,722 2,140,000 7,490,726 11,304,092

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し       △443   443 －

特別償却準備金の取崩し        △1,387  1,387 －

固定資産圧縮積立金の繰入       2,052   △2,052 －

剰余金の配当          △208,067 △208,067

中間純利益          260,896 260,896

自己株式の取得            

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

（千円）
－ － － － － － 1,608 △1,387 － 52,608 52,829

平成19年７月31日　残高

（千円）
5,344,774 5,041,861 1 5,041,862 563,966 930,000 177,284 2,335 2,140,000 7,543,335 11,356,921

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額

等合計 

平成19年１月31日　残高

（千円）
△1,267,989 20,422,740 276,549 23,212 299,762 20,722,502

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

し
 －    －

特別償却準備金の取崩し  －    －

固定資産圧縮積立金の繰入  －    －

剰余金の配当  △208,067    △208,067

中間純利益  260,896    260,896

自己株式の取得 △1,814 △1,814    △1,814

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

  25,316 △16,974 8,342 8,342

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△1,814 51,015 25,316 △16,974 8,342 59,357

平成19年７月31日　残高

（千円）
△1,269,803 20,473,755 301,866 6,238 308,105 20,781,860
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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２月１日　至平成19年１月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
資本
準備金

 
その他
資本
剰余金

 
資本
剰余金
合計

 
利益
準備金

 その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

配当準備
積立金

固定資産
圧縮積立

金

特別償却
準備金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成18年１月31日　残高

（千円）
5,344,774 5,041,861 1 5,041,862 563,966 930,000 175,531 10,753 2,140,000 7,463,732 11,283,983

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し

（注）
      △960   960 －

固定資産圧縮積立金の取崩し       △947   947 －

特別償却準備金の取崩し（注）        △3,515  3,515 －

特別償却準備金の取崩し        △3,515  3,515 －

固定資産圧縮積立金の繰入れ       2,052   △2,052 －

剰余金の配当（注）          △416,168 △416,168

役員賞与（注）          △30,000 △30,000

当期純利益          466,277 466,277

自己株式の取得            

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

（千円）
－ － － － － － 144 △7,030 － 26,994 20,108

平成19年１月31日残高

（千円）
5,344,774 5,041,861 1 5,041,862 563,966 930,000 175,676 3,722 2,140,000 7,490,726 11,304,092

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額等

合計 

平成18年１月31日　残高

（千円）
△1,266,091 20,404,529 366,382 － 366,382 20,770,911

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し

（注）
 －    －

固定資産圧縮積立金の取崩し  －    －

特別償却準備金の取崩し（注）  －    －

特別償却準備金の取崩し  －    －

固定資産圧縮積立金の繰入れ  －    －

剰余金の配当（注）  △416,168    △416,168

役員賞与（注）  △30,000    △30,000

当期純利益  466,277    466,277

自己株式の取得 △1,898 △1,898    △1,898

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）
  △89,832 23,212 △66,619 △66,619

事業年度中の変動額合計

（千円）
△1,898 18,210 △89,832 23,212 △66,619 △48,408

平成19年１月31日　残高

（千円）
△1,267,989 20,422,740 276,549 23,212 299,762 20,722,502

 （注）平成18年４月の定時株主総会における利益処分項目であります。なお、剰余金の配当には中間配当208,082千円が含まれております。
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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２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１．資産の評価基準及

び評価方法

(1）有価証券

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均法

により算定）

(1）有価証券

売買目的有価証券

同左

(1）有価証券

売買目的有価証券

同左

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

子会社株式

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

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

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）有価証券運用信託

時価法

(3）有価証券運用信託

同左

(3）有価証券運用信託

同左

(4）たな卸資産

商品

卸売部門

月別総平均法による原価法に

よっております。

(4）たな卸資産

商品

卸売部門

同左

(4）たな卸資産

商品

卸売部門

同左

小売部門

売価還元法による原価法。た

だし、生鮮食品等一部商品に

ついては最終仕入原価法に

よっております。

小売部門

同左

小売部門

同左

貯蔵品

　卸売部門、小売部門共に最終仕

入原価法によっております。 

 貯蔵品

同左 

 貯蔵品

同左 

２．固定資産の減価償

却の方法

(1）有形固定資産

　適用状況は次のとおりであります。

(1）有形固定資産

　適用状況は次のとおりであります。

(1）有形固定資産

　適用状況は次のとおりであります。

建物（建物附属設備を

除く）
定額法

その他の

有形固定

資産

鳥栖コー

ヒー工場、

鳥栖食品工

場に所在す

るもの及び

主要な電算

機器

定額法

上記以外の

もの
定率法

建物（建物附属設備を

除く）
定額法

その他の

有形固定

資産

鳥栖コー

ヒー工場、

鳥栖食品工

場に所在す

るもの及び

主要な電算

機器

定額法

上記以外の

もの
定率法

建物（建物附属設備を

除く）
定額法

その他の

有形固定

資産

鳥栖コー

ヒー工場、

鳥栖食品工

場に所在す

るもの及び

主要な電算

機器

定額法

上記以外の

もの
定率法

　なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物・構築物…７～47年

機械及び装置・車両運搬具・器具

備品…４～16年

　なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物・構築物…７～47年

機械及び装置・車両運搬具・器具

備品…４～16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、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　　　これに伴う損益の影響は軽微で

あります。

　なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物・構築物…７～47年

機械及び装置・車両運搬具・器具

備品…４～16年
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

(2）無形固定資産

　定額法によっております。なお、

ソフトウェア（自社利用）について

は、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によってお

ります。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権及び貸付金その他これら

に準ずる債権の貸倒れによる損失に

備えるため、信用度に応じてグルー

ピングを行い貸倒実績率を見込み、

グルーピングした以外の特定の債権

については回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(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、将来の支給見込額のうち

当中間期の負担額を計上しておりま

す。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に充

てるため、将来の支給見込額のうち

当期の負担額を計上しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間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おり

ます。なお、一部の短期契約社員等

異なった退職金規定に基づく社員に

ついては、簡便法によっております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当期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、当期末に

おいて発生していると認められる額

を計上しております。なお、一部の

短期契約社員等異なった退職金規定

に基づく社員については、簡便法に

よっております。

（会計方針の変更）

　当事業年度において年金資産が退

職給付債務を上回ったため、当事業

年度より、「「退職給付に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準

委員会　平成17年３月16日　企業会

計基準第３号）及び「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正に関する

適用指針」（企業会計基準委員会　

平成17年３月16日　企業会計基準適

用指針第７号）を適用しております。

  ───── (4）事業所閉鎖等引当金

  賃借店舗の営業撤退に伴う損失に

備えるため、その損失見込額を見積

り計上しております。

(4）事業所閉鎖等引当金

　同左

４．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
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップに関しては、特

例処理を採用しております。

(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…金利スワップ

ヘッジ対象…長期借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　当社は、事業活動に伴い発生する

為替、金利の変動リスクを回避する

ためデリバティブ取引を行っており

ます。その実行及び運用はデリバ

ティブ取引管理規程に基づき行われ、

リスク管理しております。上記ヘッ

ジ手段の金利スワップは、借入金金

利の変動リスクを回避する目的のも

のであります。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点

までの期間におけるヘッジ対象の相

場変動又はキャッシュ・フロー変動

の累計とヘッジ手段の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計を比

較し、両者の変動額等を基礎として

有効性を判定しております。ただし、

特例処理の要件を満たしている金利

スワップについては、ヘッジ有効性

判定を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．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方法

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

　同左

消費税等の会計処理方法

同左

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２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 　　 当中間会計期間より、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）を適用しております。これにより税

引前中間純利益は860,938千円減少しており

ます。

      なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。

  ─────  （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）を適用しております。これにより税引

前当期純利益は1,021,703千円減少しており

ます。

      なお、減損損失累計額については、改正

後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。
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前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

 　　 当中間会計期間より、「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

しております。 

 　   従来の資本の部の合計に相当する金額は

20,296,584千円であります。

 　　 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おります。

  ─────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

 　　 当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適用して

おります。

 　   従来の資本の部の合計に相当する金額は

20,699,290千円であります。

 　　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

作成しております。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

（中間貸借対照表）

　「関係会社長期貸付金」は、前中間期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、当中間期末において資産の総

額の100分の５を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間期末における「関係会社長期貸付金」の金額は

2,674,800千円であります。

─────

 

─────

（中間貸借対照表）

　前中間期まで区分掲記しておりました「未払役員退職慰労金」（当

中間期末の残高は162,300千円）は、当中間期末において資産の総額

の100分の５以下のため、固定負債の「その他」に含めて表示するこ

ととしました。

追加情報

前中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

───── 　Ａ－プライス事業部門においては、売上ポイント

（平成17年８月より新売上ポイント制に順次切替）

を発行し、顧客が一定のポイントを獲得すれば値引

金券を発行する制度を採用しており、発行金券の未

使用分については、未払金として計上しております。

しかし、発生ポイントの金券未発行残の内、金券発

行見込額については、見積額を計上するにはデータ

が不充分なため計上しておりません。当事業年度末

にはデータ量も充分となり、質的にもシステムを整

備して把握可能となるため、金券発行見積高を引当

金として計上する予定であります。

─────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年７月31日）
当中間会計期間末

（平成19年７月31日）
前事業年度末

（平成19年１月31日）

※１　有形固定資産 (千円) (千円) (千円)

減価償却累計額 12,388,650 13,192,284 12,893,037

※２　担保提供資産 (千円) (千円) (千円)

有価証券

建物

土地

計

52,485

1,177,565

2,913,152

4,143,203

－

1,124,807

2,913,152

4,037,960

－

1,150,477

2,913,152

4,063,630

対応する債務

長期借入金

（１年内返済予定長

期借入金を含む）

 

899,000 732,000 788,000

※３　 ────── 　流動資産「その他」には、現

先取引による短期貸付金996,508

千円が含まれております。当該

現先取引に係る担保受入有価証

券の時価は996,600千円でありま

す。

──────

偶発債務

　下記各社の仕入先仕入債務及

び預り敷金返還義務について債

務保証を行っております。

　下記各社の仕入先仕入債務及

び預り敷金返還義務について債

務保証を行っております。

　下記各社の仕入先仕入債務及

び預り敷金返還義務について債

務保証を行っております。

(千円) (千円) (千円)

 
㈱大久横山（仕入債務）
 

サンエバー㈱（仕入債務）

㈱アクト・デリカ(仕入債
務)

㈱ＴＳＫ（預り敷金返還義
務）

計

472,640

502

1,121

83,000

557,264

541,869

670

3,509

83,000

629,049

632,945

651

1,714

83,000

718,310

コミットメントライン契約

  当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引金融機関

（15社）との間でコミットメン

トライン契約を締結しておりま

す。

  当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引金融機関

（15社）との間でコミットメン

トライン契約を締結しておりま

す。

  当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引金融機関

（15社）との間でコミットメン

トライン契約を締結しておりま

す。

(千円)　 (千円)　 (千円)　

契約極度額

借入実行額

差引額

6,000,000

－

6,000,000

6,000,000

－

6,000,000

6,000,000

－

6,000,000
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

※１卸売部門、小売部門

の事業の種類別セグ

メント区分

卸売部門…

ディストリビューター事業及びＡ

－プライス事業

小売部門…

食品スーパー事業

同左 同左

※２営業外収益の主要項

目 （千円） （千円） （千円）

受取利息

有価証券利息

受取配当金

17,789

58,363

23,351

37,542

58,268

26,329

46,498

118,072

37,597

※３営業外費用の主要項

目
(千円) (千円) (千円)

支払利息

有価証券売却損

その他金融費用

84,750

145,669

40,138

117,209

15,334

－

193,276

－

－

※４特別利益の主要項目 (千円) (千円) (千円)

投資有価証券売却益

貸倒引当金戻入額

1,417

14,315

－

5,000

3,692

－

※５特別損失の主要項目 (千円) (千円) (千円)

固定資産売却損 12,103 3,098 12,103

固定資産除却損

店舗閉鎖損

12,136

－

20,330

27,364

20,973

26,729

貸倒引当金繰入額

減損損失

事業所閉鎖等引当金

繰入額

44,000

860,938

－

445,580

73,189

52,305

87,000

1,021,703

120,945

※６減損損失 　当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。 

用途 場所 種類

 店舗  兵庫県他  土地、建物他

 遊休資産  兵庫県  土地、建物他

  当社は、店舗をグルーピングの

最小単位としております。また、

遊休資産につきましては、個々の

物件を最小単位にしております。

  その結果、店舗につきましては

地価の著しい下落及び収益性の低

下、遊休資産につきましては市場

価格の下落により帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額

を次のとおり特別損失に計上して

おります。

 　　　 　  （単位：百万円）

用途 建物 土地 その他

 店舗 517 121 119

 遊休資産 17 46 38

 合計 534 168 157

　当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。 

用途 場所 種類

 店舗  兵庫県他  建物他

  当社は、店舗をグルーピングの

最小単位としております。また、

遊休資産につきましては、個々の

物件を最小単位にしております。

  その結果、店舗につきましては

収益性の低下により帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少

額を次のとおり特別損失に計上し

ております。

 　 　 　　 （単位：百万円）

用途
建物及び

構築物
その他

 店舗 53 19

　なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定して

おり、すべて零円で評価しておりま

す。

　 当期において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしま

した。

用途 場所 種類

 店舗  兵庫県他  土地、建物他

 遊休資産  兵庫県  土地、建物他

  当社は、店舗をグルーピングの最小単

位としております。また、遊休資産につ

きましては、個々の物件を最小単位にし

ております。

  その結果、店舗につきましては地価の

著しい下落及び収益性の低下、遊休資産

につきましては市場価格の下落により帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を次のとおり特別損失に計上して

おります。

 　 　 　　 （単位：百万円）

用途 建物 土地 その他

 店舗 671 121 125

 遊休資産 17 46 38

 合計 689 168 164

 

 　なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定して

おり、土地につきましては固定資産

税評価額を基礎として算定した公示

価格相当額、建物については固定資

産税評価額、構築物及び機械装置に

ついては零円で評価しております。

　なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、土

地につきましては固定資産税評価額を基

礎として算定した公示価格相当額、建物

については固定資産税評価額、構築物及

び機械装置については零円で評価してお

ります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

減価償却実施額 (千円) (千円) (千円)

有形固定資産

無形固定資産

550,773

56,145

524,475

46,049

1,130,112

110,735

（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２月１日　至　平成18年７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） 1,519,722 350 － 1,520,072

 合計 1,519,722 350 － 1,520,072

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加350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２月１日　至　平成19年７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） 3,044,034 4,590 － 3,048,624

 合計 3,044,034 4,590 － 3,048,624

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,590株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

前事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１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） 1,519,722 1,524,312 － 3,044,034

 合計 1,519,722 1,524,312 － 3,044,034

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

る増加4,090株であります。
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（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

前事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１．リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引

(1）リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計額

相当額及び中間期末（期

末）残高相当額

有形固定資産（その他）
（千円） （千円） （千円）

取得価額相当額

減価償却累計額相当額

中間期末（期末）残高

相当額

3,237,896

1,994,390

1,243,506

3,513,544

2,524,304

989,240

3,361,129

2,268,461

1,092,667

(2）未経過リース料中間期

末(期末)残高相当額 （千円） （千円） （千円）

１年内

１年超

計

502,910

761,804

1,264,714

426,229

578,092

1,004,322

458,098

653,346

1,111,445

（注）未経過リース料中間期末残高

相当額の算定は、支払利息相当

額を控除したものであります。

  同左 （注）未経過リース料期末残高相当

額の算定は、支払利息相当額を

控除したものであります。

(3）支払リース料、減価償

却費相当額及び支払利息

相当額 （千円） （千円） （千円）

支払リース料

減価償却費相当額

支払利息相当額

315,825

300,331

12,501

264,711

254,425

10,243

603,362

575,015

22,824

(4）減価償却費相当額の算

定方法

　リース期間を耐用年数とし残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。

  同左   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

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。

  同左   同左

２．オペレーティング・リー

ス取引

（店舗等の賃借料でリース

期間内に解約不能のもの）

未経過リース料
（千円） （千円） （千円）

１年内

１年超

計

430,296

2,456,365

2,886,662

457,416

2,406,579

2,863,996

432,356

2,314,864

2,747,221
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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）

項目

前中間会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

当中間会計期間

（自　平成19年２月１日

至　平成19年７月31日）

前事業年度

（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

１株当たり純資産額 781.46
 

円
399.56

 

円
398.38

 

円

１株当たり中間（当期）純利益（△損

失）金額
△5.31

 

円
5.02

 

円
8.96

 

円

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

　潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、

潜在株式が存在するものの１

株当たり中間純損失であり、

また、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在

株式が存在しないため記載し

ておりません。

当社は、平成18年11月１日付

で普通株式１株につき２株の

株式分割を行っております。

当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合における

前中間会計期間の１株当たり

情報の各数値はそれぞれ以下

のとおりであります。

１株当たり純資産額

390.73円

１株当たり中間純利益

（△損失）金額

△2.66円

  潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、希薄化効

果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

当社は、平成18年11月１日付で普

通株式１株につき２株の株式分割

を行っております。当該株式分割

が前期首に行われたと仮定した場

合における前事業年度の１株当た

り情報の各数値はそれぞれ以下の

とおりであります。

１株当たり純資産額

398.70円

１株当たり当期純利益金額

24.92円

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益（△損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間

(自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日)

当中間会計期間

(自　平成19年２月１日

至　平成19年７月31日)

前事業年度

(自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日)

１株当たり中間(当期)純利益（△損失）

金額

中間（当期）純利益（△損失）（千円） △138,132 260,896 466,277

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（△

損失）（千円）
△138,132 260,896 466,277

普通株式の期中平均株式数（株） 26,010,512 52,014,407 52,020,359

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

平成15年４月24日の定時株主

総会において特別決議されたス

トックオプション：　　　

1,961個

同左 同左
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

当中間会計期間

（自　平成19年２月１日

至　平成19年７月31日）

前事業年度

（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

　平成18年９月28日開催の当社取締役会の決議に基

づき、次のとおり株式分割による新株式を発行いた

します。

　１．株式分割の目的

　当社株式の流動性向上を図るとともに、１株当た

りの投資金額を引下げ、投資家層の拡大を目的とす

るものであります。

　２．株式分割の概要

　平成18年11月１日付をもって普通株式１株につき

２株の割合にて分割いたします。

(1）分割により増加する株式数

　　普通株式　　27,530,417株

(2）分割の方法

　平成18年10月31日最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または記録された株主の所有普通株式

を１株につき２株の割合をもって分割いたします。

　３．発行可能株式総数の増加

　当該株式分割に伴い、会社法第184条第２項（旧

商法第218条第２項）の規定に基づき、平成18年11

月１日付をもって、当社定款を変更し、発行する株

式の総数を現行の69,877,000株から69,877,000株増

加させ、139,754,000株といたします。

　４．ストック・オプションの権利行使価格の調整

　当該株式分割に伴い、ストック・オプション（新

株予約権）の１株当たりの権利行使価格を平成18年

11月１日以降、次のように調整いたします。

 
調整後行使価

格

調整前行使価

格

 平成15年４月24日開催の

定時株主総会の特別決議

に基づく新株予約権

444円 888円 

　平成19年８月29日、株式会社すかいらー

くよりフレッシュすかいらーく株式会社の

全株式の譲渡を受ける旨基本合意し、取締

役会で決議いたしました。その詳細につき

ましては、同日付の東京証券取引所、大阪

証券取引所及び福岡証券取引所の適時開示

情報をご参照ください。

──────

　５．１株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前中間会計期間及び前事業年度における１株当た

り情報並びに当期首に行われたと仮定した場合の当

中間会計期間における１株当たり情報は、それぞれ

以下のとおりとなります。

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産

額

 387.42円

１株当たり純資産

額

 390.73円

１株当たり純資産

額

 398.70円

１株当たり中間純

利益金額

 12.89円

１株当たり中間純

損失金額

 2.66円

１株当たり当期純

利益金額

 24.92円

潜在株式調整後

１株当たり中間

純利益金額につ

いては、希薄化

効果を有してい

る潜在株式が存

在しないため記

載しておりませ

ん。 

 潜在株式調整後

１株当たり中間純

利益金額について

は、潜在株式が存

在するものの１株

当たり中間純損失

であり、また、希

薄化効果を有して

いる潜在株式が存

在しないため記載

しておりません。

 潜在株式調整後

１株当たり当期純

利益金額について

は、希薄化効果を

有している潜在株

式が存在しないた

め記載しておりま

せん。
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