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（百万円未満切捨て）

１．平成19年８月中間期の連結業績（平成19年３月１日～平成19年８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８月中間期 45,956 △1.1 440 △19.6 363 △7.7 △260 －
18年８月中間期 46,454 △4.4 547 55.6 393 51.1 113 72.4
19年２月期 92,624 － 930 － 712 － 237 －

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８月中間期 △9 11  －
18年８月中間期 3 95  －
19年２月期 8 30  －

（参考）持分法投資損益 19年８月中間期 －百万円 18年８月中間期 －百万円 19年２月期 －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８月中間期 43,518 11,384 25.5 386 53
18年８月中間期 46,327 11,744 24.7 399 51
19年２月期 44,526 11,800 25.8 401 01

（参考）自己資本 19年８月中間期 11,064百万円 18年８月中間期 11,437百万円 19年２月期 11,479百万円

(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８月中間期 1,029 △343 △1,032 3,941
18年８月中間期 1,887 △151 △1,437 5,225
19年２月期 1,738 94 △2,471 4,288

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２月期 2 50 2 50 5 00
20年２月期 2 50 －

5 00
20年２月期（予想） － 2 50

３．平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29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 93,500 0.9 900 △3.3 700 △1.8 △80 ― △2 79
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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　　　　　　　　無

（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８月中間期 28,689,170株 18年８月中間期 28,689,170株 19年２月期 28,689,170株

②　期末自己株式数 19年８月中間期 63,704株 18年８月中間期 58,882株 19年２月期 61,556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、30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８月中間期の個別業績（平成19年３月１日～平成19年８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８月中間期 45,291 △1.0 402 △14.0 332 △7.4 △264 ―
18年８月中間期 45,733 △4.7 468 59.0 358 66.7 97 174.2
19年２月期 91,163 ― 797 ― 605 ― 195 ―

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年８月中間期 △9 22
18年８月中間期 3 42
19年２月期 6 81

(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８月中間期 41,799 10,724 25.7 374 66
18年８月中間期 44,454 11,127 25.0 388 68
19年２月期 42,868 11,143 26.0 389 24

（参考）自己資本 19年８月中間期 10,724百万円 18年８月中間期 11,127百万円 19年２月期 11,143百万円

２．平成20年２月期の個別業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29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 92,200 1.1 760 △4.7 580 △4.3 △110 ― △3 84

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．通期の業績予想につきましては、平成19年10月９日に発表いたしました業績予想からの修正はありません。

２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予

想の前提となる仮定等については、３ページ「１．経営成績　(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業業績、設備投資の増加、雇用情勢の改善等

が持続的に推移し、引き続き景気回復基調にあると考えられますが、原油等原材料費の高騰による物

価上昇懸念や金利動向に加え、米国経済の減速といった不安定要因を抱えております。個人消費につ

いては、回復傾向にはあるものの、企業業績の家計所得への反映の遅れや、将来的な税制改正・社会

保険制度への不安などにより力強さに欠ける状況でした。

　スーパーマーケット業界におきましては、新規出店による店舗間競争、業種業態を超えた企業間競

争の激化などが続いており、厳しい経営環境にあります。

　このような状況の中で、当社グループは、新第一次中期経営計画に基づく構造改革を進め、既存店

の活性化、コスト削減活動の推進、新人事制度による人材育成を行うとともに、本社部門の効率化を

図るため労務厚生・経理部門の間接業務を相鉄ビジネスサービス㈱に業務委託を行い、経営体質の強

化を進めました。営業面では、創業45周年記念販売促進策を実施し業績の向上に努めました。しかし

ながら、競合激化や天候不順の影響により当中間連結会計期間の売上高（営業収入を含む）は459億

５千６百万円（前年同期比1.1％減）となりました。利益面におきましては、人件費等販管費の圧縮

に努めましたが、改装費用の増加により、営業利益は４億４千万円（前年同期比19.6％減）、経常利

益は３億６千３百万円（前年同期比7.7％減）、業績不振店舗の減損処理等を特別損失に計上したこ

とにより、中間純損失は２億６千万円（前年同期は１億１千３百万円の中間純利益）となりました。

　　セグメント別の営業概況は次のとおりであります。

　なお、「セグメント情報」に記載のとおり、従来「その他の事業」に含めておりました不動産賃貸

業につきましては、金額的重要性が増したため、「不動産賃貸業」として区分掲記することといたし

ました。

〔食品他小売業〕

スーパーマーケット業

　成瀬店（東京都町田市）、弥生台店（横浜市泉区）、笹山店（横浜市保土ヶ谷区）の３店舗の改装

を実施いたしました。成瀬店については、全面的なレイアウト変更を行い、総菜直営化、新規テナン

トの導入、サービス機能の拡充等を実施し、利便性の向上と店舗イメージの一新を図りました。

　販売促進策としては、創業45周年記念感謝祭を展開するとともに、「食育」への取組みとしてメ

ニュー提案や親子で参加する体験教室等を実施いたしました。又、希望が丘店（横浜市旭区）におい

て、６月より宅配サービスを開始いたしました。なお、ＦＳＰ（お客様の購買金額に応じた特典の提

供と購買行動の把握・分析により固定客化を推進するサービスプログラム）ウェルカムカードメン

バー様は８月末で67万名となりました。
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　環境問題への取組みとしては、創業45周年特別企画として、オリジナルマイバッグの特別価格販売

や、毎月５日を「ノー・レジ袋の日」としエコカードスタンプ２倍サービスを実施するとともに、従

業員が率先してマイバッグを持参する取組みを実施し、レジ袋の削減活動を推進いたしました。又、

８月より並木店（横浜市金沢区）でレジ袋有料化を開始いたしました。

　ＣＳ（顧客満足）の向上については、全従業員に「お店の決まり」携帯ハンドブックを配布し、明

るく元気な接客とクレンリネスの徹底に努め、活気ある売場作りに取組みました。

　商品面では、安全・安心な食品の提供、商圏特性や店舗規模を考慮した品揃えの強化等に取組むと

ともに、創業45周年記念商品として、増量・特別価格・特別企画商品の販売を強化いたしました。青

果部門は地場野菜の取り扱いを強化いたしました。一方、７月の冷夏、８月の猛暑により季節商品の

好不調が大きく、飲料・アイスクリーム等の一部商品は好調に推移しましたが、各部門とも総じて天

候不順の影響を受け苦戦いたしました。商品単価は引き続き下落傾向で推移し、社会問題となった牛

肉偽装表示や中国産うなぎ等の影響もありました。

　以上の状況と、引き続く競合出店の影響により、売上高は437億円（前年同期比1.0％減）となりま

した。

専門店業

　３月にボワドゥジュウェららぽーと横浜店（横浜市都筑区・売場面積106㎡）を開設するとともに、

リリオダイヤモンド店（横浜市西区・売場面積801㎡）の全面改装計画の第一段階としてリリオイン

キュートダイヤモンド店（売場面積128㎡）、リリオパニィダイヤモンド店（売場面積99㎡）を開設

いたしました。既存店も好調であった結果、売上高は10億９千９百万円（前年同期比6.7％増）とな

りました。なお、リリオダイヤモンド店は８月31日をもって改装の最終段階のため営業を終了いたし

ました。

　食料品他小売業は、この結果、売上高（営業収入を含む)は、447億９千９百万円（前年同期比

0.8％減）となり、売上総利益率の良化と販管費の削減に努めましたが、成瀬店の改装費用の影響が

大きく、営業利益は、３億８千５百万円（前年同期比24.1％減）となりました。

〔不動産賃貸業〕

　成瀬店の改装、不採算店舗の業態転換などにより新規テナントが増加したため、営業収入は４億９

千８百万円（前年同期比12.4%増）、営業利益は６千１百万円（前年同期比9.9%増）となりました。

〔その他の事業〕

　映画館業は、109シネマズＭＭ横浜の知名度は向上しましたが、横浜市内の複数のシネコン開業の

影響を受けました。又、経営効率化のため前年に相鉄ムービル内の映画館５館を閉鎖したことにより

売上高は減少いたしました。飲食店業は、成瀬店の改装に伴う一部店舗の閉鎖や引き続く競合の激化

はあったものの、新規店舗、既存店ともに好調に推移いたしました。宝くじ等販売代理業は、宝くじ

全体の販売高減少傾向、多様化する販売チャンネルとの競合などにより、広告業は引き続くクライア

ントの広告費削減により厳しい状況が続きました。この結果、売上高（営業収入を含む）は、６億５
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千８百万円（前年同期比22.8％減）、営業損失は２千１百万円（前年同期は２千６百万円の営業損

失）となりました。

②通期の見通し

厳しい環境のもと当社グループは、本年度下半期（平成19年９月～平成20年２月）にスーパーマー

ケット業では９月に鶴ヶ峰店（横浜市旭区）を開店、専門店業では９月にダイヤモンド店（横浜市

西区）の改装の最終段階として、品揃え・ターゲットを絞り込んだ「アペックス」「ステラ」「ス

タジオＣ２」の３店舗、10月に服飾雑貨のノコノア町田店（東京都町田市）を開店いたします。

　既存店ではスーパーマーケット業３店舗の改装を実施するとともに、テナントの効果的な導入、

創業45周年販売促進策の展開、ＣＳの向上による営業収益の向上に努めてまいります。又、損耗ロ

ス最小化活動や販管費全般にわたるコスト削減活動の継続により営業利益の確保を図ってまいりま

す。

　通期の見通しにつきましては、売上高（営業収入を含む）935億円（前期比0.9％増）、営業利益

９億円（前期比3.3％減）、経常利益７億円（前期比1.8％減）を見込みましたが、当期純損益につ

きましては当中間期の特別損失の発生により当期純損失８千万円（前年同期は２億３千７百万円の

当期純利益）となる見通しであります。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況に関する分析

（流動資産）

　当中間連結会計期間末における流動資産の残高は96億３千８百万円となり、前連結会計年度末

と比較し１億９千６百万円減少いたしました。主な要因は、借入金返済、退職金の支払等により

「グループ預け金」が３億１千８百万円減少したことなどによるものであります。

（固定資産）

　当中間連結会計期間末における固定資産の残高は338億７千９百万円となり、前連結会計年度

末と比較し８億１千１百万円減少いたしました。主な要因は、「有形固定資産」が減損損失、減

価償却等により７億９百万円減少し、「投資その他の資産」が長期預金の預入等により「その

他」が２億１千２百万円、減損損失及び繰越欠損金等により「繰延税金資産」が１億８百万円そ

れぞれ増加したものの、一年内償還保証金への振替により「長期差入保証金」が４億３千７百万

円減少したことなどによるものであります。

（流動負債）

当中間連結会計期間末における流動負債の残高は121億８千万円となり、前連結会計年度末と比

較し12億９千４百万円増加いたしました。主な要因は、「一年内返済長期借入金」が８億２千７

百万円、営業日数の差により「買掛金」が３億３千２百万円、宝くじ販売代理業における販売代

金預り分の増加等により「その他」が２億７千１百万円それぞれ増加したことによるものであり

ます。
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（固定負債）

　当中間連結会計期間末における固定負債の残高は199億５千２百万円となり、前連結会計年度

末と比較し18億８千７百万円減少いたしました。主な要因は、一年内返済長期借入金への振替に

より「長期借入金」が16億６千２百万円、退職金の支払に伴い「退職給付引当金」が１億８千７

百万円それぞれ減少したことによるものであります。

（純資産）

　当中間連結会計期間末における純資産の残高は113億８千４百万円となり、前連結会計年度末

と比較し４億１千５百万円減少いたしました。主な要因は、中間純損失の計上及び第64期期末配

当の実施により「利益剰余金」が３億３千１百万円、株式相場の変動により「その他有価証券評

価差額金」が８千１百万円それぞれ減少したことによるものであります。

②キャッシュ・フローの状況に関する分析

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

   (単位　百万円）

  平成19年８月中間期 平成18年８月中間期 増減額 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,029 1,887 △858

 投資活動によるキャッシュ・フロー △343 △151 △192

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,032 △1,437 404

 現金及び現金同等物の期末残高 3,941 5,225 △1,283

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、減価償却費４億９千３百万円、仕入債務の増加３億３千

２百万円、預り金の増加１億６千４百万円、未収入金の減少に伴う資金回収１億４千２百万円等があり

ましたが、法人税等の支払額１億４千２百万円等により10億２千９百万円となり、前年同期に比べ８億

５千８百万円減少いたしました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、差入保証金・敷金返還による収入３億４千４百万円等があ

りましたが、投資有価証券の取得による支出３億８千７百万円、有形固定資産の取得による支出２億１

千４百万円等により３億４千３百万円の流出となり、前年同期に比べ１億９千２百万円支出が増加いた

しました。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入金の返済による支出８億３千４百万円、利息及び

配当金の支払額１億９千３百万円等により10億３千２百万円の流出となり、前年同期と比べ４億４百万

円支出が減少いたしました。

　以上の結果、当中間期における連結ベースの現金及び現金同等物の中間期末残高は、前年同期に比べ

12億８千３百万円減少し、39億４千１百万円となりました。 

 なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は、次のとおりであります。

 
平成17年

８月中間期

平成18年

８月中間期

平成19年

８月中間期

平成18年

２月期

平成19年

２月期 

 株主資本比率（％） 23.3 24.7 26.2 24.2 26.3

 時価ベースの株主資本比率（％） 36.0 31.5 30.3 34.4 30.8

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 5.0 4.8 8.0 9.9 9.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 15.6 23.5 8.5 7.9 9.4
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＊　株主資本比率：株主資本／総資産

 　 時価ベースの株主資本比率：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（年）：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（倍）：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額

　（注）1.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おります。

　　　　2.株主時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出

　　　　 しております。

　　　　3.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。

　　　　4.キャッシュ・フロー対有利子負債比率の中間期での計算は、営業キャッシュ・フロー

         を年額に換算するため２倍にしております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、収益力の向上と経営基盤の拡充に努めるとともに、利益配分につきましては、業績の見通

し、将来への事業展開、配当性向、内部留保の水準等を総合的に判断しながら、今後とも、株主の皆

様への長期的に安定した配当水準の堅持を基本的な配当政策と考えております。

　この方針に基づき、当中間期の配当につきましては、中間配当金として１株当たり２円50銭、年間

配当金としては１株当たり５円（中間配当金２円50銭を含む）を予定しております。

(4）事業等のリスク

文中における将来に関する事項は、当中間期末現在において当社が判断したものであります。

①競合について

　当社グループは、主力のスーパーマーケット業店舗のドミナントエリア（店舗数を政策的に集中配

置してシェアの高いエリア）を神奈川県東部とし、神奈川県及び東京都町田市といった人口の密集す

る地域に57店舗展開しております。これらの地域は、スーパーマーケットをはじめ、総合スーパーと

呼ばれるＧＭＳや1,000㎡以下の小型食料品スーパーマーケットが多数出店しております。

　又、コンビニエンスストア、百貨店、ドラッグストア、ディスカウントストア、ホームセンター等

の競合する商品を取扱う異業種の店舗も多数出店しております。

　競合店の出店は、主に客数の減少につながり、店舗の業績悪化の要因となっております。

　又、まちづくり三法（中心市街地活性化法、大店立地法、改正都市計画法）の改正に伴い、郊外立

地の大型店舗の出店が規制されることにより、中心市街地での競争が激しさを増すことも予測され、

当社グループの既存店に少なからず影響を及ぼす可能性があります。

②食料品の安全性について

　当社グループの売上高は、８割以上が食料品によるものでありますので、「食品安全委員会」を設

置し、当社グループが販売する食料品の安全に関する基本方針と具体的な行動方針を定め、食料品の

安全性に日頃より十分な注意を払い、食中毒の未然防止、商品の検査体制の充実に努めております。
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又、重大な食品事故等緊急時の組織的対応について、整備を進めております。

　今後、ＢＳＥや鳥インフルエンザ等が発生したりすることにより、消費者の食料品に対する不安感

が高まり、売上高にマイナスの影響がでることもあります。

③お客様の個人情報について

　当社グループは、ＦＳＰによるウェルカムカードの発行等を通じて、お客様の個人情報を数多く収

集しております。「個人情報の保護に関する法律」の完全施行に伴い、当グループではプライバシー・

ポリシー（個人情報保護方針）、個人情報保護規程を策定し、個人情報の管理及び保護に努めており

ます。

　今後、お客様の個人情報の流出により問題が発生した場合には、損害賠償による費用の発生や、社

会的信用の失墜による売上高の減少が考えられ、その後の事業展開、業績等に影響が及ぶことが予想

されます。

④大規模小売店舗立地法について

　当社グループが今後出店並びに増床を予定している店舗については、「大店立地法」による規制を

受けております。

　大店立地法は、売場面積1,000㎡超の新規出店や既存店舗の増床等について、騒音、交通渋滞、ご

み処理問題などから、出店近隣住民の住環境保全のために都道府県又は政令指定都市が一定の審査を

行い規制するものでありますので、当社グループが1,000㎡超の大型店舗を新規出店・増床する場合、

これらに対応するための費用等の負担が発生し、当初計画どおりの出店・増床ができず、今後の業績

に影響を及ぼす可能性があります。

⑤異常気象・自然災害について

　小売業界は気象条件や自然災害の影響を受けやすい特性があります。長雨や暖冬、大雪等の異常気

象が続いた場合や台風、大地震等が発生した場合は、客数が減少するとともに、計画どおりの商品仕

入れ、販売が不可能となり、今後の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況

　当社グループは、当社及び子会社５社で構成され、子会社は全て連結されております。又、当社の

企業集団は親会社である相模鉄道㈱を中心とした相鉄グループにも属しております。事業としては、

食料品他小売業を主に、不動産賃貸業とその他の事業として飲食店、広告代理業務、宝くじ等販売代

理業務等を展開しております。

　当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであり、

事業の種類別セグメントと同一の区分であります。

　食料品他小売業　当社は、食料品を中心としたスーパーマーケット及びレディースファッションを中

心とした専門店を展開しております。当社がスーパーマーケットで販売している商

品のうち、店頭販売、生花販売を㈱相商に、焼きたてパンの製造販売を㈱葉山ボン

ジュールに、精肉、総菜及び鮮魚の販売の一部を相栄フーズ㈱にそれぞれ委託して

おります。

　不動産賃貸業　　当社は、スーパーマーケット店舗内を中心にテナントとの賃貸借契約による不動産

賃貸業を展開しております。

　その他の事業　　相鉄フードサービス㈱は、レストラン、喫茶店等の飲食店を展開しており、当社は、

ファーストフード等を同社に委託しております。㈱相販は広告代理業務、宝くじの

販売代理業務等を行っております。又、当社は、109シネマズＭＭ横浜の映画興行運

営組合に出資しております。

 事業の系統図は、次のとおりであります。

 
お 客 様 

[親会社] 
相模鉄道㈱ 

販 

売 

建物賃借等 

［子会社］ 
㈱ 相 商 
㈱葉山ボンジュール 

［子会社］ 

相栄フーズ㈱ 

［子会社］ 

㈱相販 

［子会社］ 

相鉄フードサービス㈱ 

業
務
委
託 

商
品
仕
入 

業
務
委
託 

商
品
仕
入 

業
務
委
託 

商
品
仕
入 

（その他の事業） 

販 

売 

（食料品他小売業） 

販 

売 

販 

売 

販 

売 

当       社 

[親会社の孫会社] 
㈱相鉄ビルマネジメント 

テナント 

販売 

建物賃貸等 

（不動産賃貸業） 
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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、スーパーマーケットを中心に、レディースファッション専門店及びスーパーマー

ケットに附属する生花、ファーストフード、ベーカリー等の小売業と、不動産賃貸、レストラン経

営、広告、宝くじ販売等の事業で構成されております。

　当社グループは、「ゆたかな生活へのかけ橋」をモットーにして、地域に密着し、お客様の立場

に立った考え方と行動を徹底するとともに、お客様に心から喜んでいただける商品及びサービスを

継続的に提供することに努めております。

　経営の基本理念は、「市民生活に密着する事業を通じて社会に貢献する」ことであり、そのため

に「お客様第一主義」を基本とし、「独創的で活力のある経営、人を生かす経営」を実践すること

であります。あわせて、時流やお客様のニーズを捉えながら、商品の安全性や質的向上を図るとと

もに、地球環境保全活動に積極的に参画し、健康で快適な暮らしをサポートするためのさまざまな

取組に挑戦してまいります。

　地域のみなさまに親しまれ、愛される企業として、社会的責任を果たすべく、より一層の努力を

積み重ねてまいります。

(2）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　当社グループでは、一段と厳しさを増す経営環境の中、構造改革を加速させ、その実現を推進す

るとともに、経営の基本方針に則り、小売業を中心に時流適応業としての使命を果たし、県下ナン

バーワン・チェーンをめざし、持続的な成長と発展を図ってまいります。

①スーパーマーケット業の既存店の活性化を目的とした積極的な改装投資の実施及び小型店運営の抜

本的な見直しを推進いたします。

②不採算店舗のスクラップと店舗網の拡充強化に向けたビルドに努めてまいります。

③ローコスト経営の具体的な仕組み作りと業務改革に取組んでまいります。

④人材開発と育成プランを導入し、次世代における競争力の確保に努めてまいります。

⑤ＦＳＰ（お客様の購買金額に応じた特典の提供と購買行動の把握・分析により、固定客化を推進す

るサービスプログラム）のプロモーション強化と、積極的な販売促進策の展開に努めてまいりま

す。

⑥ＣＳＲ（企業の社会的責任）への積極的な取組みを実践してまいります。
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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８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28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   3,909   3,629   3,657  

２　グループ預け金 ※１  1,590   637   955  

３　受取手形及び
売掛金

  977   1,017   957  

４　たな卸資産   2,208   2,218   2,175  

５　繰延税金資産   190   208   229  

６　その他   1,713   1,928   1,859  

貸倒引当金   △0   △0   △0  

流動資産合計   10,589 22.9  9,638 22.1  9,835 22.1

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物及び
構築物

※２ 7,311   6,476   7,121   

(2）土地  9,053   8,613   8,615   

(3）その他 ※２ 1,969 18,335  1,872 16,962  1,934 17,671  

２　無形固定資産   294   279   316  

３　投資その他の
資産

          

(1）投資有価証券 ※３ 1,476   1,704   1,657   

(2）繰延税金資産  3,337   3,166   3,057   

(3）長期差入
保証金

 7,305   6,661   7,098   

(4）敷金  3,760   3,754   3,752   

(5）その他  1,267   1,364   1,151   

貸倒引当金  △39 17,107  △14 16,637  △14 16,703  

固定資産合計   35,737 77.1  33,879 77.9  34,691 77.9

資産合計   46,327 100.0  43,518 100.0  44,526 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年２月28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　買掛金   4,793   4,635   4,302  

２　短期借入金   1,750   1,750   1,750  

３　一年内返済
長期借入金

  1,670   2,494   1,666  

４　未払法人税等   138   83   194  

５　賞与引当金   346   345   382  

６　時効商品券回収
損引当金

  ―   12   ―  

７　その他
※３
※４

 2,867   2,860   2,589  

流動負債合計   11,565 24.9  12,180 28.0  10,886 24.5

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金   14,707   12,193   13,855  

２　再評価に係る繰
延税金負債

  759   602   603  

３　退職給付引当金   6,924   6,555   6,742  

４　役員退職慰労
引当金

  187   137   191  

５　その他   438   463   447  

固定負債合計   23,017 49.7  19,952 45.8  21,839 49.0

負債合計   34,582 74.6  32,133 73.8  32,725 73.5

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  5,310 11.5 5,310 12.2  5,310 11.9

２　資本剰余金  4,510 9.7 4,509 10.4  4,509 10.1

３　利益剰余金  1,650 3.6 1,600 3.7  1,931 4.4

４　自己株式  △34 △0.1 △37 △0.1  △36 △0.1

株主資本合計  11,436 24.7 11,383 26.2  11,716 26.3

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券
 評価差額金

 240 0.5 149 0.3  231 0.5

２  土地再評価
 差額金

 △239 △0.5 △468 △1.0  △467 △1.0

評価・換算差額等
合計

 1 0.0 △319 △0.7  △236 △0.5

Ⅲ　少数株主持分  306 0.7 320 0.7  320 0.7

純資産合計  11,744 25.4 11,384 26.2  11,800 26.5

負債純資産合計  46,327 100.0 43,518 100.0  44,526 100.0
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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３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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３月１日
至　平成19年２月28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   44,693 100.0  44,133 100.0  89,058 100.0

Ⅱ　売上原価   32,016 71.6  31,564 71.5  63,842 71.7

売上総利益   12,676 28.4  12,568 28.5  25,215 28.3

Ⅲ　営業収入 ※１  1,761 3.9  1,823 4.1  3,566 4.0

営業総利益   14,437 32.3  14,392 32.6  28,781 32.3

Ⅳ　販売費及び
一般管理費

※２  13,890 31.1  13,952 31.6  27,851 31.3

営業利益   547 1.2  440 1.0  930 1.0

Ⅴ　営業外収益           

１　受取利息  17   29   36   

２　受取配当金  10   11   22   

３　受取保険金  0   ―   6   

４　受取業務受託料  ―   ―   3   

５　雑収入  27 55 0.1 22 64 0.1 37 105 0.1

Ⅵ　営業外費用           

１　支払利息  121   131   246   

２　貸倒引当金
繰入額

 37   ―   12   

３　シンジケート
ローン手数料

 23   ―   23   

４　雑支出  28 209 0.4 9 141 0.3 41 323 0.3

経常利益   393 0.9  363 0.8  712 0.8

Ⅶ　特別利益           

 １　投資有価証券
　　 売却益

 ―   ―   3   

 ２　固定資産売却益 ※３ ― ―  ― ―  46 49 0.1

Ⅷ　特別損失           

１　固定資産除却損 ※４ 29   86   64   

２　固定資産売却損 ※５ 23   ―   24   

３　減損損失 ※６ 37   491   44   

４　その他の特別
損失

 2 93 0.2 39 617 1.4 24 157 0.2
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前中間連結会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８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３月１日
至　平成19年２月28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
（％）

税金等調整前中
間（当期）純利
益又は税金等調
整前中間純損失
（△）

  300 0.7  △254 △0.6  605 0.7

法人税、住民税
及び事業税

 76   32   152   

法人税等調整額  73 150 0.3 △30 1 0.0 164 316 0.3

少数株主利益   36 0.1  4 0.0  50 0.1

中間（当期）
純利益又は中間
純損失（△）

  113 0.3  △260 △0.6  237 0.3
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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３月１日　至 平成18年８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２月28日残高（百万円） 5,310 4,510 1,587 △33 11,374

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）   △71  △71

土地再評価差額金取崩額

（百万円）
  21  21

中間純利益（百万円）   113  113

自己株式の取得（百万円）    △2 △2

自己株式の処分（百万円）  △0  0 0

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）

（百万円）

    ―

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
― △0 63 △1 61

平成18年８月31日残高（百万円） 5,310 4,510 1,650 △34 11,436

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
評価・換算差額等

合計

平成18年２月28日残高（百万円） 260 △217 43 273 11,691

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）     △71

土地再評価差額金取崩額

（百万円）
    21

中間純利益（百万円）     113

自己株式の取得（百万円）     △2

自己株式の処分（百万円）     0

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）

（百万円）

△20 △21 △41 32 △8

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△20 △21 △41 32 52

平成18年８月31日残高（百万円） 240 △239 1 306 11,744
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 当中間連結会計期間（自 平成19年３月１日　至 平成19年８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２月28日残高（百万円） 5,310 4,509 1,931 △36 11,716

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）   △71  △71

土地再評価差額金取崩額

（百万円）
  1  1

中間純損失（百万円）   △260  △260

自己株式の取得（百万円）    △1 △1

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）

（百万円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
― ― △331 △1 △332

平成19年８月31日残高（百万円） 5,310 4,509 1,600 △37 11,383

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
評価・換算差額等

合計

平成19年２月28日残高（百万円） 231 △467 △236 320 11,800

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）     △71

土地再評価差額金取崩額

（百万円）
    1

中間純損失（百万円）     △260

自己株式の取得（百万円）     △1

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）

（百万円）

△81 △1 △82 △0 △83

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△81 △1 △82 △0 △415

平成19年８月31日残高（百万円） 149 △468 △319 320 11,384
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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３月１日　至 平成19年２月28日）  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年２月28日残高（百万円） 5,310 4,510 1,587 △33 11,374

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（百万円）   △143  △143

土地再評価差額金取崩額

（百万円）
  250  250

当期純利益（百万円）   237  237

自己株式の取得（百万円）    △3 △3

自己株式の処分（百万円）  △0  1 1

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（百万円）

     

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
― △0 344 △2 341

平成19年２月28日残高（百万円） 5,310 4,509 1,931 △36 11,716

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
評価・換算差額等

合計

平成18年２月28日残高（百万円） 260 △217 43 273 11,691

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（百万円）     △143

土地再評価差額金取崩額

（百万円）
    250

当期純利益（百万円）     237

自己株式の取得（百万円）     △3

自己株式の処分（百万円）     1

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（百万円）

△29 △250 △279 46 △232

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△29 △250 △279 46 108

平成19年２月28日残高（百万円） 231 △467 △236 320 11,800
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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３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

区　　　　分
注記
番号

金額（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)純利益  300 △254 605

減価償却費  526 493 1,047

減損損失  37 491 44

退職給付引当金の増減額  △3 △187 △185

役員退職慰労引当金の増減額  0 △53 4

賞与引当金の増減額  3 △36 39

時効商品券回収損引当金の増減額  ― 12 ―

受取利息及び受取配当金  △28 △29 △59

支払利息  121 131 246

投資有価証券の売却損益  ― ― △3

有形固定資産の売却益  ― ― △46

有形固定資産の除売却損  58 89 97

売上債権の増減額  △17 △60 2

たな卸資産の増減額  149 △42 182

仕入債務の増減額  302 332 △187

未払消費税等の増減額  △27 △5 △48

預り保証金・敷金の増減額  32 3 41

未収入金の増減額  252 142 76

未払金の増減額  2 47 △34

預り金の増減額  264 164 0

貸倒引当金の増減額  37 △0 12

その他  △91 △63 △20

小計  1,921 1,172 1,817

法人税等の支払額  △34 △142 △78

営業活動による
キャッシュ・フロー

 1,887 1,029 1,738
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前中間連結会計期間

(自 平成18年３月１日
至 平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日)

区　　　　分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

    

利息及び配当金の受取額  15 17 34

定期預金の預入による支出  △50 △200 △100

定期預金の払戻による収入  10 ― 10

投資有価証券の取得による支出  △170 △387 △370

投資有価証券の売却による収入  ― 200 4

有形固定資産の取得による支出  △182 △214 △437

有形固定資産の売却による収入  5 ― 553

有形固定資産の除却による支出  △25 △36 △49

無形固定資産の取得による支出  △6 ― △66

差入保証金・敷金差入による支出  △30 △25 △205

差入保証金・敷金返還による収入  470 344 809

その他投資の増減額  △185 △40 △87

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △151 △343 94

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

利息の支払額  △80 △121 △185

短期借入金の純増減額  △5,050 ― △5,050

長期借入による収入  5,000 ― 5,000

長期借入金の返済による支出  △1,230 △834 △2,086

配当金の支払額  △71 △71 △143

少数株主に対する配当金の支払額  △3 △3 △3

その他  △1 △1 △2

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △1,437 △1,032 △2,471

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 ― ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  299 △346 △638

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  4,926 4,288 4,926

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 5,225 3,941 4,288
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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３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１　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
たな卸資産
商品については、主
に売価還元法に基づ
く原価法

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法
たな卸資産
評価基準は原価法
（収益性の低下によ
る簿価切下げの方
法）によっておりま
す。
評価方法は、主に売
価還元法によってお
ります。

(1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法
たな卸資産
商品については、主
に売価還元法に基づ
く原価法 

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法
有形固定資産
主に定額法
なお、耐用年数及び
残存価額については、
主に法人税法に規定
する方法と同一の基
準によっております。
又、取得価額が10万
円以上20万円未満の
減価償却資産につい
ては、３年間で均等
償却をしております。

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法
有形固定資産
①平成19年３月31日以
　前取得したもの
　旧定額法によってお
　ります。
②平成19年４月１日
　以降に取得したもの
　定額法によっており
　ます。
 なお、取得価額が10万
円以上20万円未満の減
価償却資産については、
３年間で均等償却をし
ております。

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法
有形固定資産
主に定額法
なお、耐用年数及び
残存価額については、
主に法人税法に規定
する方法と同一の基
準によっております。
又、取得価額が10万
円以上20万円未満の
減価償却資産につい
ては、３年間で均等
償却をしております。

 (3)　　　―――――
 

 (3) 時効商品券回収損
　　 引当金

一定期間未決済のため
収益計上した商品券の
今後の引換行使に備え
るため、未決済実績率
に基づく引換行使見込
額を計上しておりま
す。 

 (3)　　　―――――
 

 　なお、上記（1）～（3）以外は、最近の半期報告書（平成18年11月20日提出）における記載から重要な変更がないため

開示を省略しております。
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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３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28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。

従来の資本の部に相当する金額は

11,437百万円であります。

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。

従来の資本の部に相当する金額は

11,479百万円であります。

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おり

ます。

  ───────  （たな卸資産の評価方法）

「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成18年７月

５日　企業会計基準第9号）が平成20

年３月31日以前に開始する連結会計年

度に係る連結財務諸表から適用できる

ことになったことに伴い、当中間連結

会計期間から同会計基準を適用してお

ります。

　この適用により、従来の方法より売

上総利益、営業利益及び経常利益がそ

れぞれ4百万円増加し、税金等調整前

中間純損失が13百万円増加しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

  ───────

   ───────  （負債計上を中止した項目に係る引

当金に関する会計処理）

「租税特別措置法上の準備金及び特別

法上の引当金又は準備金並びに役員退

職慰労引当金等に関する監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会　平成19年

4月13日　監査・保証実務委員会報告

第42号）が公表されたことに伴い、一

定期間未決済のため収益計上した商品

券の今後の引換行使に備えるため、未

決済実績率に基づく引換行使見込額を

「時効商品券回収損引当金」として計

上しております。

　なお、この適用により税金等調整前

中間純損失が12百万円増加しておりま

す。

  ─────── 
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前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

   ───────  （減価償却方法の変更）

当中間連結会計期間より、法人税法の

改正((所得税法等の一部を改正する法

律　平成19年３月30日 法律第６号)及

び(法人税法施行令の一部を改正する

政令　平成19年３月30日  政令第83

号))に伴い、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産の減価償却につ

いては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。

　この変更による損益への影響は軽微

であります。

　なお、セグメント情報に与える影響

は（セグメント情報）に記載しており

ます。

  ───────  
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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８月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度末
（平成19年２月28日）

※１　グループ預け金

親会社（相模鉄道㈱）を核とし

た相鉄グループ内の資金を一元

化し、効率的に活用することを

目的として相鉄ビジネスサービ

ス㈱（親会社の全額出資会社）

に対して預け入れた額でありま

す。

※１　　　　 同左 ※１　　　　 同左

※２　有形固定資産から控除した減価

償却累計額は21,406百万円であ

ります。

※２　有形固定資産から控除した減価

償却累計額は21,673百万円であ

ります。

※２　有形固定資産から控除した減価

償却累計額は21,510百万円であ

ります。

※３　担保資産

(1）担保に供している資産

※３　担保資産

(1）担保に供している資産

※３　担保資産

(1）担保に供している資産

投資有価証券 51百万円 投資有価証券 51百万円 投資有価証券 51百万円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

流動負債  

「その他」(預り金) 66百万円

流動負債  

「その他」(預り金) 70百万円

流動負債  

「その他」(預り金) 62百万円

(注)　「前払式証票の規制等に関す

る法律」に基づき法務局へ供

託している資産に対応するも

のであります。

(注)　「前払式証票の規制等に関す

る法律」に基づき法務局へ供

託している資産に対応するも

のであります。

(注)　「前払式証票の規制等に関す

る法律」に基づき法務局へ供

託している資産に対応するも

のであります。

※４　仮払消費税等と仮受消費税等は

相殺して流動負債の「その他」

に含めて表示しております。

※４　　　　 同左 ※４　　　　 ――――

（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３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　主なものは、当社向け物流セン

ターの商品運搬手数料でありま

す。

※１　　　　　 同左 ※１　　　　　 同左

※２　販売費及び一般管理費の主なも

のは、次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費の主なも

のは、次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費の主なも

のは、次のとおりであります。

従業員等給料

手当
5,611百万円

賞与引当金

繰入額
346百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
11百万円

退職給付費用 261百万円

水道光熱費 906百万円

委託費 1,603百万円

賃借料 2,258百万円

減価償却費 522百万円

従業員等給料

手当
     5,613百万円

賞与引当金

繰入額
   345百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
  4百万円

退職給付費用    218百万円

水道光熱費    833百万円

委託費     1,676百万円

賃借料      2,238百万円

減価償却費    487百万円

従業員等給料

手当
    11,625百万円

賞与引当金

繰入額
   382百万円

役員退職慰労

引当金繰入額
  15百万円

退職給付費用    523百万円

水道光熱費     1,789百万円

委託費     3,245百万円

賃借料      4,493百万円

減価償却費     1,034百万円

※３　　　　　─── ※３　　　　　─── ※３　固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。

 土地 46百万円

 合計 46百万円

※４　固定資産除却損の内訳は、次

　　　のとおりであります。

※４　固定資産除却損の内訳は、次

　　　のとおりであります。

※４　固定資産除却損の内訳は、次

　　　のとおりであります。

建物及び構築物 0百万円

その他 29百万円

合計 29百万円

建物及び構築物  40百万円

その他   46百万円

合計   86百万円

建物及び構築物    10百万円

その他   53百万円

合計    64百万円
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前中間連結会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※５　固定資産売却損の内訳は、次の

とおりであります。

※５　　　　　───  ※５ 固定資産売却損の内訳は、次の

とおりであります。

建物及び構築物 15百万円

その他 8百万円

合計 23百万円

建物及び構築物   16百万円

機械装置及び

運搬具
2百万円

その他  5百万円

合計   24百万円

※６　減損損失

当中間連結会計期間において、

当社グループは、以下のとおり

減損損失を計上いたしました。

※６　減損損失

当中間連結会計期間において、

当社グループは、以下のとおり

減損損失を計上いたしました。

※６　減損損失

当連結会計年度において、当社

グループは、以下のとおり減損

損失を計上いたしました。

(1）減損損失を認識した主な資産

南瀬谷店の土地建物等

(1）減損損失を認識した主な資産

横山台店、大和店の建物及び構

築物等

(1）減損損失を認識した主な資産

南瀬谷店の土地建物等

(2）減損損失の認識に至った経緯

営業損益が悪化し短期的な業績

回復が見込まれないことにより、

減損損失を認識しております。

(2）減損損失の認識に至った経緯

営業損益が悪化し短期的な業績

回復が見込まれないことにより、

減損損失を認識しております。

(2）減損損失の認識に至った経緯

営業損益が悪化し短期的な業績

回復が見込まれないことにより、

減損損失を認識しております。

(3）減損損失の金額 (3）減損損失の金額 (3）減損損失の金額

土地 36百万円

建物及び構築

物
1百万円

合計 37百万円

建物及び構築

物
 409百万円

土地  1百万円

その他の有形

固定資産
61百万円

無形固定資産 5百万円

リース資産 13百万円

合計   491百万円

建物及び構築

物
  4百万円

機械装置及び

運搬具
  2百万円

土地 36百万円

その他の有形

固定資産
0百万円

無形固定資産  0百万円

合計   44百万円

(4）資産のグルーピングの方法

店舗及び事業所ごとなど、管理

会計上の区分に従いグルーピン

グしております。

(4）資産のグルーピングの方法

店舗及び事業所ごとなど、管理

会計上の区分に従いグルーピン

グしております。

(4）資産のグルーピングの方法

店舗及び事業所ごとなど、管理

会計上の区分に従いグルーピン

グしております。

(5）回収可能価額の算定方法

回収可能価額として正味売却価

額を適用しております。

正味売却価額の算定に当たって

は、固定資産税評価額又は路線

価に合理的な調整を行って算出

した金額を使用しております。

(5）回収可能価額の算定方法

回収可能価額として正味売却価

額を適用しております。

正味売却価額の算定に当たって

は、固定資産税評価額又は路線

価に合理的な調整を行って算出

した金額を使用しております。

(5）回収可能価額の算定方法

回収可能価額として正味売却価

額を適用しております。

正味売却価額の算定に当たって

は、固定資産税評価額又は路線

価に合理的な調整を行って算出

した金額を使用しております。
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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３月１日　至 平成18年８月31日）

1.発行済株式に関する事項  

前連結会計年度末
株式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

普通株式 28,689 － － 28,689

 2.自己株式に関する事項  

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

普通株式 56 4 1 58

 (変動事由の概要)

　増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

　減少は、単元未満株式の買増請求によるものであります。

 

 3.配当に関する事項

(1)配当金支払額
 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成18年５月25日

定時株主総会
普通株式 71 ２円50銭 平成18年２月28日 平成18年５月26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当中間連結会計期間後となるもの

決議 株式の種類 配当金の原資
配当金の総額 

(百万円)
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成18年10月13日

取締役会
普通株式  利益剰余金 71 ２円50銭 平成18年８月31日 平成18年11月15日
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 当中間連結会計期間（自 平成19年３月１日　至 平成19年８月31日）

1.発行済株式に関する事項  

前連結会計年度末
株式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

普通株式 28,689 ― ― 28,689

 2.自己株式に関する事項  

前連結会計年度末株
式数（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

普通株式 61 2 ― 63

 (変動事由の概要)

　増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

 

 3.配当に関する事項

(1)配当金支払額
 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年５月24日

定時株主総会
普通株式 71 　２円50銭 平成19年２月28日 平成19年５月25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当中間連結会計期間後となるもの

決議 株式の種類 配当金の原資
配当金の総額 

(百万円)
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年10月12日

取締役会
普通株式  利益剰余金 71 ２円50銭 平成19年８月31日 平成19年11月15日
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 前連結会計年度（自 平成18年３月１日　至 平成19年２月28日）

1.発行済株式に関する事項  

前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

普通株式 28,689 － － 28,689

 2.自己株式に関する事項  

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

普通株式 56 7 2 61

 (変動事由の概要)

　増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

　減少は、単元未満株式の買増請求によるものであります。

 

 3.配当に関する事項

(1)配当金支払額
 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成18年５月25日

定時株主総会
普通株式 71 　２円50銭 平成18年２月28日 平成18年５月26日

平成18年10月13日

取締役会
普通株式 71 ２円50銭 平成18年８月31日 平成18年11月15日

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

決議 株式の種類 配当金の原資
配当金の総額 

(百万円)
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年５月24日

取締役会
普通株式  利益剰余金 71 ２円50銭 平成19年２月28日 平成19年５月25日

 

（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３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１　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記

載されている科目の金額との関

係

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関

係

※１　現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金 3,909百万円

グループ預け金 1,590百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△275百万円

現金及び現金同等物 5,225百万円

現金及び預金 3,629百万円

グループ預け金 637百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△325百万円

現金及び現金同等物 3,941百万円

現金及び預金 3,657百万円

グループ預け金   955百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△325百万円

現金及び現金同等物 4,288百万円
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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３月１日　至　平成18年８月31日)

 
食料品他
小売業
(百万円)

その他の事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は全社

(百万円)

連   結

(百万円)

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 45,158 1,296 46,454 ― 46,454

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
1 45 46 (46) ―

計 45,159 1,341 46,501 (46) 46,454

営業費用 44,651 1,312 45,963 (56) 45,907

営業利益 508 29 537 9 547

当中間連結会計期間(自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日)

 
食料品他
小売業
(百万円)

不動産
賃貸事業
(百万円)

その他の事業

(百万円) 

計

(百万円)

消去又は全社

(百万円)

連   結

(百万円)

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 44,799 498 658 45,956 ― 45,956

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
1 ― 49 51 (51) ―

計 44,800 498 708 46,007 (51) 45,956

営業費用 44,415 436 730 45,582 (65) 45,516

営業利益 385 61 △21 425 14 440

前連結会計年度(自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日)

 
食料品他
小売業
(百万円)

その他の事業

(百万円)

計

(百万円)

消去又は全社

(百万円)

連　 結

(百万円)

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 90,177 2,446 92,624 ― 92,624

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
2 82 85 (85) ―

計 90,180 2,529 92,709 (85) 92,624

営業費用 89,347 2,451 91,799 (105) 91,693

営業利益 832 77 910 19 930
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　(注) １　事業区分の方法は、当社グループが採用している売上集計区分によっております。

２　売上高には、営業収入を含んでおります。

３　食料品他小売業は、食料品を主に、衣料品、家庭用品等の販売を行うスーパーマーケット業、レディースファッ

ションの販売を行う専門店業であります。

４　その他の事業は、前中間連結会計期間及び前連結会計年度は、映画館業、飲食店業、広告業、不動産賃貸業、

宝くじ等販売代理業であり、当中間連結会計期間は、映画館業、飲食店業、広告業、宝くじ等販売代理業であ

ります。

５　事業の種類別セグメントの変更

従来「その他の事業」に含めておりました不動産賃貸業につきましては、金額的重要性が増したため、当中間

連結会計期間より「不動産賃貸業」として区分掲記することといたしました。この変更に伴い、従来の方法に

よった場合と比べ「不動産賃貸業」では、売上高が498百万円、営業費用が436百万円、営業利益が61百万円そ

れぞれ増加し、「その他の事業」は、それぞれ同額減少しております。

　なお、前中間連結会計期間のセグメント情報を、当中間連結会計期間の事業区分によった場合の種類別セグ

メント情報は次のとおりであります。

 

前中間連結会計期間(自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日)

 
食料品他
小売業
(百万円)

不動産
賃貸事業
(百万円)

その他の事業

(百万円) 

計

(百万円)

消去又は全社

(百万円)

連   結

(百万円)

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 45,158 443 853 46,454 ― 46,454

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
1 ― 45 46 (46) ―

計 45,159 443 898 46,501 (46) 46,454

営業費用 44,651 387 925 45,963 (56) 45,907

営業利益 508 55 △26 537 9 547

 ６　棚卸資産の評価方法の変更

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を適

用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における「食料品他

小売業」の営業費用が4百万円減少し、営業利益が同額増加しております。

 ７　有形固定資産の減価償却費の変更

 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律　平成19年３月30日　法律第6号)及び(法人税法施行令

 の一部を改正する政令　平成19年３月30日　政令第83号))に伴い平成19年４月１日以降に取得した有形固定

 資産の減価償却については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

 この変更による影響は軽微であります。

 

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ついては、連結会社は全て本国内所在であ

り、重要な在外支店もありませんので記載事項はありません。

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ついては、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

１株当たり純資産額 399円51銭

１株当たり中間純利益 ３円95銭

１株当たり純資産額 386円53銭

１株当たり中間純損失 9円11銭

１株当たり純資産額  401円01銭

１株当たり当期純利益  8円30銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、潜在株式が存在し

ていないため、記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、１株当たり中間純

損失であり、潜在株式が存在していな

いため、記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在し

ていないため、記載しておりません。

　（注）算定上の基礎

 １．１株当たり純資産額  

前中間連結会計期間
(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

 中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額

（百万円）
11,744 11,384 11,800

 普通株式に係る純資産額（百万円） 11,437 11,064 11,479

 差額の主な内訳（百万円）

少数株主持分

 

306

 

320

 

320

 普通株式の発行済株式数（千株） 28,689 28,689 28,689

 普通株式の自己株式数（千株） 58 63 61

 1株当たり純資産の算定に用いられた

普通株式の数（千株）
28,630 28,625 28,627

 ２．１株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失  

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

（１株当たり中間（当期）純利益又は中間

純損失）
   

中間連結損益計算書上の中間(当期)

純利益又は中間純損失(△)(百万円)
113 △260 237

普通株式に係る中間（当期）純利益又は中

間純損失(△)（百万円）
113 △260 237

普通株式の期中平均株式数（千株） 28,631 28,626 28,630

 

（重要な後発事象）

 　　該当事項はありません。
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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８月31日）
当中間会計期間末

（平成19年８月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年２月28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  2,666   2,509   2,611   

２　グループ預け金  1,590   637   955   

３　売掛金  914   974   921   

４　たな卸資産  2,104   2,115   2,084   

５　その他  1,826   2,065   1,967   

貸倒引当金  △0   ―   △0   

流動資産合計   9,102 20.5  8,302 19.9  8,539 19.9

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物  6,647   5,876   6,471   

(2）土地  8,800   8,360   8,362   

(3）その他  2,450   2,314   2,411   

有形固定資産
合計

 17,897   16,551   17,245   

２　無形固定資産  285   270   306   

３　投資その他の
資産

          

(1）投資有価証券  1,411   1,625   1,596   

(2）繰延税金資産  3,216   3,043   2,945   

(3）長期差入
保証金

 7,274   6,628   7,068   

(4）敷金  3,751   3,745   3,742   

(5）その他  1,516   1,633   1,426   

貸倒引当金  △2   △2   △2   

投資その他の
資産合計

 17,168   16,674   16,777   

固定資産合計   35,351 79.5  33,496 80.1  34,329 80.1

資産合計   44,454 100.0  41,799 100.0  42,868 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年８月31日）
当中間会計期間末

（平成19年８月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年２月28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　買掛金  4,591   4,459   4,091   

２　短期借入金  1,750   1,750   1,750   

３　一年内返済
長期借入金

 1,664   2,494   1,664   

４　未払法人税等  92   73   124   

５　賞与引当金  239   248   259   

６　時効商品券回収
損引当金 

 ―   12   ―   

７　その他
 
 

2,311   2,409   2,298   

流動負債合計   10,648 24.0  11,446 27.4  10,188 23.8

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  14,687   12,193   13,855   

２　再評価に係る
繰延税金負債

 759   602   603   

３　退職給付引当金  6,622   6,261   6,467   

４　役員退職慰労
引当金

 164   107   164   

５　債務保証等損失
引当金

 6   ―   ―   

６　その他  437   463   447   

固定負債合計   22,677 51.0  19,628 46.9  21,537 50.2

負債合計   33,326 75.0  31,074 74.3  31,725 74.0
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前中間会計期間末

（平成18年８月31日）
当中間会計期間末

（平成19年８月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成19年２月28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
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ株主資本        

１　資本金  5,310 12.0 5,310 12.7  5,310 12.4

２　資本剰余金   

(1)資本準備金  1,327 1,327 1,327  

(2)その他資本
剰余金

 3,182 3,182 3,182  

資本剰余金合計  4,510 10.1 4,509 10.8  4,509 10.5

３　利益剰余金   

(1)その他利益
剰余金

     

   別途積立金  1,080 1,080 1,080  

繰越利益
剰余金

 258 177 512  

利益剰余金合計  1,338 3.0 1,257 3.0  1,592 3.7

４　自己株式  △34 △0.1 △37 △0.1  △36 △0.1

株主資本合計  11,124 25.0 11,041 26.4  11,377 26.5

Ⅱ 評価・換算差額等         

１ その他有価証券
評価差額金

 242 0.5 151 0.3  233 0.5

２ 土地再評価
差額金

 △239 △0.5 △468 △1.1  △467 △1.0

評価・換算差額等
合計

 3 0.0 △316 △0.8  △234 △0.5

純資産合計  11,127 25.0 10,724 25.7  11,143 26.0

負債純資産合計  44,454 100.0 41,799 100.0  42,868 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区　　　分
注記
番号

金額（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   44,081 100.0  43,561 100.0  87,821 100.0

Ⅱ　売上原価   33,604 76.2  33,131 76.1  66,997 76.3

売上総利益   10,477 23.8  10,430 23.9  20,823 23.7

Ⅲ　営業収入   1,651 3.7  1,729 4.0  3,342 3.8

営業総利益   12,129 27.5  12,159 27.9  24,166 27.5

Ⅳ　販売費及び
一般管理費

  11,661 26.4  11,757 27.0  23,368 26.6

営業利益   468 1.1  402 0.9  797 0.9

Ⅴ　営業外収益   62 0.1  69 0.2  117 0.1

Ⅵ　営業外費用   172 0.4  140 0.3  309 0.3

経常利益   358 0.8  332 0.8  605 0.7

Ⅶ　特別利益   ― ―  ― ―  53 0.0

Ⅷ　特別損失
 
 

 93 0.2  604 1.4  157 0.2

税引前中間（当
期）純利益又は
税引前中間純損
失（△）

  265 0.6  △272 △0.6  501 0.5

法人税、住民税
及び事業税

 30   28   78   

法人税等調整額  136 167 0.4 △36 △8 △0.0 228 306 0.3

中間（当期）純
利益又は中間純
損失（△）

  97 0.2  △264 △0.6  195 0.2
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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３月１日　至　平成18年８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
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年2月28日残高

（百万円）
5,310 1,327 3,182 4,510 1,080 210 1,290 △33 11,077

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）      △71 △71  △71

土地再評価差額金取崩額

（百万円）
     21 21  21

中間純利益（百万円）      97 97  97

自己株式の取得（百万円）        △2 △2

自己株式の処分（百万円）   △0 △0    0 0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

         

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
― ― △0 △0 ― 47 47 △1 46

平成18年8月31日残高

（百万円）
5,310 1,327 3,182 4,510 1,080 258 1,338 △34 11,124

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18年2月28日残高

（百万円）
260 △217 42 11,120

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）    △71

土地再評価差額金取崩額（百

万円） 
   21

中間純利益（百万円）    97

自己株式の取得 （百万円）    △2

自己株式の処分（百万円）    0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△17 △21 △39 △39

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△17 △21 △39 7

平成18年8月31日残高

（百万円）
242 △239 3 11,127
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当中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８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
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年2月28日残高

（百万円）
5,310 1,327 3,182 4,509 1,080 512 1,592 △36 11,377

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）      △71 △71  △71

土地再評価差額金取崩額

（百万円）
     1 1  1

中間純損失（百万円）      △264 △264  △264

自己株式の取得（百万円）        △1 △1

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

         

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
― ― ― ― ― △334 △334 △1 △335

平成19年8月31日残高

（百万円）
5,310 1,327 3,182 4,509 1,080 177 1,257 △37 11,041

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19年2月28日残高

（百万円）
233 △467 △234 11,143

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）    △71

土地再評価差額金取崩額（百

万円） 
   1

中間純損失（百万円）    △264

自己株式の取得 （百万円）    △1

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△81 △1 △82 △82

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△81 △1 △82 △418

平成19年8月31日残高

（百万円）
151 △468 △316 10,724
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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３月１日　至　平成19年２月28日）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年2月28日残高

（百万円）
5,310 1,327 3,182 4,510 1,080 210 1,290 △33 11,077

事業年度中の変動額

剰余金の配当（百万円）      △143 △143  △143

土地再評価差額金取崩額

（百万円）
     250 250  250

当期純利益（百万円）      195 195  195

自己株式の取得（百万円）        △3 △3

自己株式の処分（百万円）   △0 △0    1 1

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（百万円）

         

事業年度中の変動額合計

（百万円）
― ― △0 △0 ― 301 301 △2 299

平成19年2月28日残高

（百万円）
5,310 1,327 3,182 4,509 1,080 512 1,592 △36 11,377

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18年2月28日残高

（百万円）
260 △217 42 11,120

事業年度中の変動額

剰余金の配当（百万円）    △143

土地再評価差額金取崩額（百

万円） 
   250

当期純利益（百万円）    195

自己株式の取得 （百万円）    △3

自己株式の処分（百万円）    1

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（百万円）

△26 △250 △276 △276

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△26 △250 △276 22

平成19年2月28日残高

（百万円）
233 △467 △234 11,143
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