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（財）財務会計基準機構会員 

 

平成２０年２月期    中間決算短信  
                                 平成 19 年 10 月 15 日 

上 場 会 社 名 株式会社  魚  喜 上 場 取 引 所 東証二部 
コ ー ド 番 号 ２６８３ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.uoki.co.jp 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長  (氏名) 藤井 忠芳  
問 合 せ 先 責 任 者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 佐藤 重昭 TEL（0466）45－3410 
半期報告書提出予定日 平成 19 年 11 月 29 日  
 
１．19 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）（百万円未満切り捨て） 
(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 
 
19 年 8 月中間期 
18 年 8 月中間期 

百万円         ％ 
9,278      △7.7 

 10,055    △ 16.4 

  百万円         ％ 
84        ― 

△17        ―

 百万円       ％ 
44        ― 

△34        ― 

百万円       ％ 
   8     ― 

   △449      ― 
19 年 2 月期 20,175    △ 15.9 171        ― 100        ― △393      ― 

 

 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 

 
19 年 8 月中間期 
18 年 8 月中間期 

円  銭 
  0.70 

△38.10 

円  銭 
― 
― 

19 年 2 月期 △32.04 ― 
（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 
 
19 年 8 月中間期 
18 年 8 月中間期 

百万円 
         3,863 

     4,172 

百万円 
643  

                588 

％ 
16.7  

                14.1 

円  銭 
50.38  

            46.04 
19 年 2 月期 3,812 645 16.9 50.52 

（参考）自己資本  19 年 8 月中間期 643 百万円 18 年 8 月中間期 588 百万円  19 年２月期 645 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 

 
19 年 8 月中間期 
18 年 8 月中間期 

百万円 
178  
396 

百万円 
△13  

   △24 

百万円 
△96  

     379 

 百万円 
1,339  
1,230  

19 年 2 月期 651 △38 179 1,271 
 
２．配当の状況 

 １株当り配当金 
（基準日） 第１四半期 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

 
18 年２月期 

円 銭 
  － 

円 銭 
  － 

円 銭 
  － 

円 銭 
  － 

円 銭 
0  00 

19 年２月期   －   －   －   － 

20 年２月期（予想）   －   －   －   － 

       
0  00 

 
３．20 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株当り当期純利益 

 
通 期 

百万円   ％ 
 20,200     0.1 

百万円   % 
307     79.5 

百万円   % 
255    155.0

百万円   % 
    215     － 

円 銭 
16  80  
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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移動） 有 
      新規  －社（社名 ＝）  除外 １社（社名 株式会社本郷志乃田） 
   (注)詳細は７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 (２)中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更（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 
   ②①以外の変更           無 
   (注)詳細は 25 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」をご覧下さい。 

 (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 12,779,280 株 18 年 8 月中間期  12,779,280 株 19 年２月期  12,779,280 株 

    ②期末自己株式数 
19 年 8 月中間期    7,359 株 18 年 8 月中間期    7,359 株  19 年２月期   7,359 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 
１．19 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）（百万円未満切り捨て） 
(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 
 
19 年 8 月中間期 
18 年 8 月中間期 

百万円         ％ 
  9,135      △7.7 
 9,896     △13.8 

百万円         ％ 
35       29.6 

     27       51.3 

百万円         ％ 
△0         ― 

   15      819.5 

百万円         ％ 
     7         ― 

△392         ― 
19 年 2 月期 19,872     △14.1 158         ― 97         ― △391         ― 

 

 1 株 当 た り 中 間 
（ 当 期 ） 純 利 益 

 
19 年 8 月中間期 
18 年 8 月中間期 

円  銭 
  0.56 

    △33.25 
19 年 2 月期 △31.90 

 
 (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 
 
19 年 8 月中間期 
18 年 8 月中間期 

百万円 
3,529 
3,890 

百万円 
651 
653 

％ 
18.5 

                16.8 

円  銭 
51.03 

            51.17 
19 年 2 月期 3,499 655 18.7 51.30 

（参考）自己資本  19 年 8 月中間期  651 百万円 18 年 8 月中間期  653 百万円  19 年２月期 655 百万円 
 
２．20 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） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当り当期純利益 

 
通 期 

百万円   ％ 
 19,919     0.2 

百万円   % 
198      25.3 

百万円   % 
154     58.7

百万円   % 
    114     － 

円 銭 
8  96  

 
 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
 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

提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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。 
 

 

㈱魚喜（2683）平成 20 年 2 月期中間決算短信

 



㈱魚喜（2683）平成20年2月期中間決算短信 

 

 3

１．経営成績 

 

(1) 経営成績に関する分析 

  ①当中間期の経営成績 

    当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善とともに、設備投資の増加と雇用・所得環境の

改善により、景気は穏やかな回復基調で推移いたしました。一方、米国のサブプライムローン問題の波及懸念

や原油価格の高騰、個人消費の伸び悩み等があり、依然として厳しい状況が続いております。 

 

    当社グループの中核となる生鮮食品小売業界におきましては、地球温暖化の影響による長雨や記録的な猛暑

等の天候不順の影響に加え、外国産の食品の安全性に関する問題等があり、鮮魚への個人消費が低迷し、一段

と厳しい状況で推移いたしました。 

 

   このような状況において、当社グループの売上高は、従前より収益構造の転換を図るべく不採算店の撤退を

進めてまいりましたが、前連結会計年度の鮮魚10店舗の退店、５店舗の出店に続き、当中間連結会計期間に

おきましては鮮魚４店舗の退店、１店舗の出店を実施したこと並びに外国産魚介類の安全性に関わる問題に

起因した土用の丑の日関連商戦の低迷等の影響もあり、前年同期７億７千６百万円減少し、92億７千８百万

円（前年同期比7.7％減）となりました。 

 

その一方で、売上総利益率の改善と前連結会計年度からの退店による経費負担の軽減により人件費、減価

償却費等を中心に販売費及び一般管理費が前年同期４億３千１百万円減少し、経常利益は４千４百万円（前

年同期は３千４百万円の経常損失）となりました。 

 

また、当中間連結会計期間においての固定資産の減損損失８百万円を含め１千６百万円の特別損失を計上

したことから、中間純利益は８百万円（前年同期は４億４千９百万円の中間純損失）となりました。 

 

   これを事業の種類別セグメントで見ますと業績は次のとおりであります。 

 

   鮮魚事業の売上高は、天候不順や不採算店の撤退、外国産魚介類の安全問題等による影響もあり、84億５

千１百万円（前年同期比8.45％減）となりました。また営業利益は、前年同期比15.0%減少し２億３千１百万

円となりました。 

 

   飲食関連事業の売上高は、８億２千７百万円（前年同期比1.10％増）となり、営業利益は、１億１千万円

（前年同期は９百万円の営業利益）となりました。 

 

   上記の経営成績に記載のとおり、当社は継続的に営業利益が計上できる体制となり、利益体質への転換が図

れたことにより、「継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況」につきましては解消して

おります。 

 

 ②当期の見通し 

    当社グループの中核となる生鮮食品小売業界におきましては、依然として鮮魚への個人消費の低迷が予想 

され、引き続き厳しい状況で推移するものと考えられます。 

 

当社グループの通期の業績予想につきましては、連結ベースの売上高は年末を中心に季節的な需要増が見込

まれ、202億円（前年同期比0.1％増）、営業利益は３億７百万円（前年同期は１億７千１百万円）、経常利益

は２億５千５百万円（前年同期は１億円の経常利益）、また、当期純利益は２億１千５百万円（前年同期は３

億９千３百万円の純損失）を見込んでおります。 

なお、出店は１店舗程度、退店は３店舗程度となる見込みであります。 
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（注）業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであります。 

     予想には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、

この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えて下さい。  

 

③中期経営計画等の進捗状況 

当社グループは今後も基本方針としては鮮魚小売の「専門店」を本業として、また魚介類を中心とした「飲

食業」を営業してまいります。 

 

その本業をより強化することが、今後の 重要課題と考えております。そのため、お客様のニーズの変化に

対する的確な対応と安全・安心な商品の提供並びに既存店舗の活性化及び積極的かつ慎重な店舗展開を実施す

ることで、早急に業績を回復させ拡大させていく所存であります。 

 

平成19年２月期におきまして当社グループの営業利益及び経常利益の黒字化が図られた事より、今後、さら

に事業基盤を強化し、営業力を一層向上させ、安定的な収益体質を構築するため、平成19年４月１日付にて組

織変更を行いました。従来の事業部制を廃止し、本部制を導入することにより、更なる営業力の強化及び本社

管理部門のスリム化を推進することを目的としております。また、店舗管理の充実と地域に密着した営業体制

の構築を図るため、新たにエリア制を導入し従来の７事業部体制から10エリア体制に拡充致しました。 

 

そして も重要な課題である鮮魚を含む食材等の食品衛生管理の充実を図るため、食品衛生部を社長直轄の

組織として位置づけ活動をしております。また、経営戦略の立案、経営企画機能の充実を図るため経営企画部

及び業務推進部を廃止し、新たに経営企画室を新設しました。営業力の強化を主眼とする組織変更に伴い、ラ

インスタッフの強化・充実を図るため、ＭＤ推進部を新設し店舗開発部を統合することで営業組織力の更なる

強化を推進し、収益体質の安定化を構築する所存であります。 

 

店舗運営につきましては、顧客特性、地域性、季節性及び店舗立地特性等を充分考慮し、多様化するお客様

のニーズに対応するため、これまでの販売政策からの転換を図り、購買用途に応じた商品構成と販売方法の改

善、基本商品の構築と導入による営業体制の再構築を行うことで店舗粗利益の改善に取組んでおります。 

 

新規出店については、駅前及び百貨店等の集客力の高い立地への出店を継続していく方針に加え、既存の店

舗とのドミナント化が図れる地域への出店にも引き続き取り組んでまいります。同時に不採算店舗の退店にも

積極的に取り組み、スクラップアンドビルドを行っていくことで、店舗の効率化並びに経営資源の有効活用を

図ってまいります。 

 

株式会社ビッグパワーのデベロッパー事業については、当社としての好立地物件を確保するという観点から

のものであり、今後は物件を厳選したうえでの出店も検討していく考えでおります。 

 

今後も本業である鮮魚小売業と魚介類を中心とした飲食事業とで、当社グループの業績回復と事業展開を積

極的に推進し、収益体質の安定拡大に向けてより一層努力していく所存であります。 

 

④目標とする経営指標の達成状況 

当社グループは、売上高総利益率と売上高販管費率を重要な経営指標とし、適正な利益確保に努めておりま

す。ローコスト経営に徹し、同業他社に勝る競争力を維持することと、収益回復のため特に売上高総利益率に

注目し、その進捗状況に注意を払っております。 

また、収益の回復により早期に１株当たり当期純利益を50円以上にすることを目標としております。 
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 (2) 財政状態に関する分析 

資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

  当中間連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べ51百万円増加し3,863百万円となりまし

た。これは主に現金及び預金が68百万円、売掛金が66百万円増加した一方で、敷金・保証金が31百万円、投

資有価証券が27百万円、並びに無形固定資産が18百万円減少したことによるものであります。 

 

  負債につきましては負債合計で前連結会計年度末に比べ53百万円増加し，3,220百万円となりました。こ

れは主に固定負債で長期借入金が96百万円減少しましたが、流動負債で買掛金が63百万円、その他流動負債

が42百万円、賞与引当金が41百万円、未払金が31百万円増加したことによるものであります。 

 

  純資産につきましては前連結会計年度末に比べ1百万円減少しました。これは主に利益剰余金は8百万円増

加しましたが、その他有価証券評価差額金が10百万円減少したことによるものであります。 

 

     ②当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが１億７千８

百万円増加、また投資活動によるキャッシュ・フローが１千３百万円減少、財務活動によるキャッシュ・

フローが９千６百万円減少したことにより、当中間連結会計期間末には前連結会計年度末に比べ６千７百

万円増加し、13億３千９百万万円となりました。 

 

     当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

   ［営業活動によるキャッシュ・フロー］ 

      営業活動の結果、１億７千８百万円の資金が増加（前年同期は３億９千６百万円の増加）いたしました。

これは主に、その他資産の減少額と減損損失並びに売上債権の減少額の減少がありましたが、その一方で 

税金等調整前中間（当期純利益）の増加によるものであります。 

 

   ［投資活動によるキャッシュ・フロー］  

     投資活動の結果、１千３百万円の資金が減少（前年同期は２千４百万円の減少）いたしました。これは主

に、有形固定資産の取得による減少によるものであります。 

 

   ［財務活動によるキャッシュ・フロー］ 

     財務活動の結果、９千６百万円の資金が減少（前年同期は３億７千９百万円の増加）いたしました。これ

は主に、長期借入金返済による支出があったことによるものであります。 

 

     (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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

自己資本比率（％） 22.5  14.1    16.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 98.0  116.6      91.2 

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（年） 
－  5.1    9.5 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) －  16.9    5.5 

    自己資本比率：自己資本／総資産 

    時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

    キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

        (中間期については、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。) 

    インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 

(注１)いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(注２)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
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(注３)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

(注４)有利子負債は連結(中間連結)貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債

を対象としております。 

(注５)平成17年８月中間期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)は、営業キャッシュ・フローがマイ

ナスのため記載しておりません。 

 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

①当社は株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。その一環として、安定的な

経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、経営上可能な限り 大の範囲で配当を行うこと

を基本方針としております。 

また、内部留保金につきましては、店舗新設に係る開店費用に充当するとともに、既存店の改装、増床の 

店舗に対する設備投資資金に活用して、事業拡大を図っていく方針であります。 

 

②しかしながら、当期の配当につきましては、現時点では誠に遺憾ながら前期に引き続き見送ることとさせて

いただきます。 

 

(4) 事業等のリスク 

   当社グループの事業等のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項については、以下のようなも

のがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末（平成19年８月31日）におい

て、当社グループが判断したものであります。また、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクをすべて

網羅するものではありませんので、この点ご留意下さい。 

 

①事業等のリスク 

当社グループは、一般消費者を対象とする鮮魚小売業及び飲食業を営んでおり、国内における景気や消費

動向、さらには天候不順により、また、営業の基盤とする地域内における業態を超えた競合他社との店舗間

競争の状況により、当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

②食品の安全性のリスク 

   本年、外国産の食品の安全性に関する問題が発生し、食の安全を脅かす事態になりました。当社グループ

にとっても食品の安全性が重要な問題であると認識しており、従来より、安全性や鮮度面をより重視した売

り場づくりを目指しておりますが、社会全般にわたる一般的な問題が発生した場合、当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。 

 

③業績の季節変動リスク 

鮮魚小売業界においては、消費者の購買意欲が夏場に減退し、冬場には年末年始の季節要因もあり高まる

傾向にあります。当社の業績もこうした季節的変動要因の影響を受け、とりわけ12月は年末にかけての消費

者需要の高まりと単価アップが重なり、近年やや平準化されてはきたものの、売上高と利益がともに増加す

ることから、通期での売上高と利益も例年下期（９～２月）に偏る傾向にあります。 

 

④法的規制に関するリスク 

    当社グループは、大規模小売店舗立地法や食品の安全管理、環境・リサイクルなどに関する法令等様々な

法的規制を受けております。これらの規制や罰則が今後、強化された場合や、会計基準、納税義務の変更や、

新たな法令等に対する費用が増加することにより、当社グループの経営成績等に影響を与える可能性があり

ます。 
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⑤自然災害等によるリスク 

    当社グループは、各店舗において対面販売を行っておりますが、自然災害・事故等により、店舗の営業継

続に悪影響を来たす可能性があります。災害や事故等に対しては緊急時の社内体制の整備や事故発生防止の

体制を整備しておりますが、大規模な自然災害や事故が発生した場合には、当社グループの営業活動に著し

い支障が生じ、経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

２．企業集団の状況 

 

  当社グループ（当社及び連結会社、以下同じ）は平成19年８月31日まで当社（株式会社魚喜）及び子会社２社

（株式会社ビッグパワー及び株式会社本郷志乃田）により構成されており、鮮魚販売、外食業（レストラン、回

転寿司）の経営、不動産賃貸管理、事務代行業務を主たる業務としておりましたが、子会社のうち株式会社本郷

志乃田につきまして、平成18年５月に同社の「マルキ横須賀店」の自主閉店の後、現在に至るまで営業休止状態

にあり、同社に相応しい新規事業も見当たらないことから、平成19年８月20日開催の臨時株主総会の決議により、

平成19年８月31日付をもって解散しました。 

 

  解散した株式会社本郷志乃田を含む当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは

次のとおりで、事業の種類別セグメントとしては鮮魚事業と飲食関連事業とに区分しております。 

 

 

(1) 鮮魚事業（株式会社魚喜、株式会社本郷志乃田） 

 

鮮魚販売……………当社は鮮魚小売（専門店）を本業としているため、鮮魚の販売をセグメントとすること 

が、本業の実態を把握するうえには、必要であると判断しております。 

 

(2) 飲食関連事業（株式会社魚喜、株式会社ビッグパワー、株式会社本郷志乃田） 

 

外食業の経営……… 当社は回転寿司、レストランを運営しております。 

            

不動産賃貸管理…… 神奈川県藤沢市湘南台においてパワーセンター『ビッグパワー』を運営管理している株

式会社ビッグパワーが該当し、テナントとして当社「湘南台店」が出店しております。 

         （注） 「パワーセンター」とは、特定の商品カテゴリーに特化した集客力の強い専門店

を集積させた商業施設のことであります。 

          また、当社は平成19年１月より当社が管理・運営していた物流センターを他社に転貸し、 

          不動産の賃貸を行っております。 

 
 

事務代行業務……… 当社及び株式会社本郷志乃田（平成19年８月31日付け解散）の仕入先への金銭精算の代

行業務を行っている株式会社ビッグパワーが該当しております。 
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以上、述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。（平成19年８月31日現在） 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注３） 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）連結子会社。 

（注２）連結子会社。平成17年８月から鮮魚事業として「マルキ横須賀店」の運営を開始しましたが、平成18年５

月に営業を休止し、その後現在に至るまで同社に相応しい新規事業等が見当たらないため平成19年８月31

日付をもって解散しました。 

（注３）当社。平成19年１月より新たに不動産賃貸を開始しました。

一
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３．経営方針 

 

(1) 会社の経営の基本方針 

①当社は、昭和46年創業以来、｢鮮魚の小売専門店｣として、また魚介類を中心とした「飲食業」の営業を続

けております。 

その営業活動において基本となる考え方として新しい経営理念を制定しました。それは「私達は、自然の

恵みに感謝すると共に、より高品質の食材とサービスをお客様に提供することを喜びとし、その活動をもっ

て社会に貢献します」ということであります。この理念の基、お客様に自信をもって「新鮮」「健康」「本

物」「こだわり」のある商品とサービスを提供し、当社ならではの「感動と喜び」を加えて社会に貢献する

という基本姿勢を明確にして経営しております。 

 

②また、当社グループは、全ての面で質の高いサービスを提供するとともに、時代の変化に伴う食文化の多

様化にスピーディーに対応していきます。 

この方針に基づき、今後も鮮魚小売の「専門店」を本業として、また魚介類を中心とした「飲食業」を営

業していく方針は変わりませんが、単に｢魚｣を素材として提供するだけにとどまらず、付加価値をつけた料

理という完成品とした形で提供、提案できることで、｢魚｣を通した「食文化の創造」を目指してまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

４ページ．経営成績(1)(目標とする経営指標の達成状況)をご覧ください。 

 

(3) 中期的な会社の経営戦略 

４ページ．経営成績(1)(中期経営計画等の進捗状況)をご覧ください。 

 

(4) 会社が対処すべき課題 

①今後の当社の課題としましては、仕入と販売力の更なる向上、人材の育成及び食品衛生体制の充実を主と

して収益力の拡大を目指すとともに、消費者に対する商品の安全性・信頼性の確保を重視し、上場 

企業としての社会的責任を十分に認識した経営を確立していきたいと考えております。 

 

②課題といたしましては、 

第一に、更なる権限委譲を図りこれまでの企業文化を変革させ、「魚ビジネスのプロ集団」に体質を転換

してまいります。 

第二に、「お客様第一主義」を徹底し、「お客様が今、何を求めているのか」を追求し、そのための施策

を実行してまいります。 

第三に、「安心・安全」は基より、「新鮮・健康・本物・こだわり」を仕入の基本とし、季節性、地域性

を重視した販売品目、数量、価格を的確に捉え、計画性のある仕入に取組んでまいります。 

第四に、飲食事業における成長性・収益性をさらに向上させるために、人材の確保を含め事業の再構築を

図り、飲食事業基盤の強化に取組んでまいります。 

第五に、出店基準の見直しを図り、事業戦略に基づく出店に果敢に取組んでまいります。 

第六に、食品衛生面では、当社は本社及び関西事務所に食品衛生部を設置しており、店舗への指導と巡回

を常時実施しておりますが、今後も継続的に「安心できる食材の提供」を目指し、組織的な強化を図ってま

いります。 

 

また、当社グループとしては、デベロッパー事業を展開する株式会社ビッグパワーの業績回復が、当面の

大の経営課題となっておりましたが、従来からの懸案でありました梅田店の完全撤退が完了したことによ

り、抜本的な収益構造の転換ができ、今後は黒字化が可能になりました。 

 

今後、当社グループとして有効な相乗効果が発揮できる、連結を重視した企業集団としての経営に取り組

んでまいります。 
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(5) その他、会社の経営上重要な事項 

①当社は、株式の流動性を高めるとともに、個人株主の裾野を広げるため、１投資単位が50万円を超える場

合には株価、株主数、財務状況等を総合的に勘案して、株式分割、投資単位の引き下げ等により、50万円以

下へ引き下げる方針であります。 

 

②なお、親会社等に関する事項に該当事項はありません。 
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4．中間連結財務諸表 

(1)中間連結貸借対照表 

  （単位：千円）

 
 
 

 

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）

 対前中間 
期比 

 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 

構成比
（％）

金    額 
構成比
（％）

増減 金    額 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   1,230,052 1,339,844 109,791 1,271,857  

２．売掛金   805,527 746,796 △58,731 680,388  

３．たな卸資産   132,310 95,903  △36,407 93,402  

４．その他   167,734 137,285 △30,448 142,215  

貸倒引当金   △ 762 △ 706 56 △654  

 流動資産合計   2,334,861 56.0 2,319,123 60.0 △15,737 2,187,209 57.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産  ※1   

(1)建物及び構築物    335,732 286,999 △48,732 284,256  

(2)器具及び備品    305,340 241,061 △64,279 245,969  

(3)その他    1,599 585 △1,013 641  

有形固定資産合計   642,672 15.4 528,646 13.7 △114,026 530,866 13.9

２．無形固定資産   116,936 2.8 80,921 2.1 △36,015 99,149     2.6

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券   154,494 106,491 △48,003 133,569  

(2)敷金保証金   867,876 788,240 △79,636 819,548  

(3)その他   189,272 128,580 △60,691 130,442  

貸倒引当金   △ 133,830 △ 88,422 45,408 △88,422  

投資その他の資産合
計

 1,077,812 25.8 934,890 24.2 △142,922 995,138 26.1

 固定資産合計   1,837,421 44.0 1,544,458 40.0 △292,963 1,625,153 42.6

 資産合計   4,172,283 100.0 3,863,582 100.0 △308,701 3,812,363 100.0
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   （単位：千円）

 
 

 

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）

対前中間  
期比 

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 

構成比
（％）

金    額 
構成比
（％）

増減 金    額 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債     

１．買掛金   781,054 681,064 △99,990 617,511  

２．短期借入金   2,000,000 500,000 △1,500,000 500,000  

３．
一年以内返済予定 
長期借入金 

  － 192,000 192,000 192,000  

４．未払金   205,134 225,194 20,060 193,609  

５．未払法人税等   34,639 30,176 △4,464 49,835  

６．賞与引当金   65,876 91,752 25,876 50,211  

７．その他   218,438 236,344 17,905 194,722  

 流動負債合計   3,305,143 79.2 1,956,531 50.6 △1,348,611 1,797,890 47.2

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   － 1,012,000 1,012,000 1,108,000

２．預り保証金   245,451 225,785 △19,666 227,235

 

３．負ののれん   9,655 8,364 △1,291 9,269

４．その他   24,021 17,482 △6,539 24,688

 固定負債合計   279,128 6.7 1,263,632 32.7 984,504 1,369,193 35.9

 負債合計   3,584,271 85.9 3,220,164 83.3 △364,107 3,167,083 83.1

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   941,031 941,031 ― 941,031

２．資本剰余金   1,029,015 1,029,015 ― 1,029,015

３．利益剰余金   △ 1,412,323 △1,347,290 65,033 △1,356,038

４．自己株式   △ 5,097 △5,097 ― △ 5,097

 株主資本合計   552,625 13.2 617,658 16.0 65,033 608,910 16.0

Ⅱ 評価･換算差額等    

１．その他有価証券評価差額金   35,386 0.9 25,758 0.7 △9,628 36,369 0.9

評価･換算差額等合計   35.386 0.9 25,758 0.7 △9,628 36,369 0.9

 純資産合計   588,011 14.1 643,417 16.7 55,406 645,280 16.9

 負債純資産合計   4,172,283 100.0 3,863,582 100.0 △308,701 3,812,363 100.0
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(２)中間連結損益計算書 

（単位：千円） 

  

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

 

対前中間  
期比 

 

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 

百分比
（％）

金    額 
百分比
（％）

増減 金    額 
百分比
（％）

    

Ⅰ 売上高  10,055,509 100.0 9,278,929 100.0 △776,580 20,175,952 100.0

Ⅱ 売上原価  5,820,139 57.9 5,372,706 57.9 △447,433 11,742,092 58.2

 売上総利益  4,235,370 42.1 3,906,222 42.1 △329,148 8,433,859 41.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,252,389 42.3 3,821,666 41.2 △430,723 8,262,765 41.0

１．店舗使用料  1,049,910 895,923 △153,987 2,026,595

２．役員報酬  52,140 52,240 100 93,420

３．給与手当  1,758,853 1,571,691 △187,161 3,435,695

４．賞与引当金繰入額  60,287 86,053 25,766 50,211

５．その他  1,331,198 1,215,756 △115,441 2,656,843

 営業利益又は営業損失（△）   △17,018 △0.2 84,556 0.9 101,574 

Ⅳ 営業外収益  15,284 0.2 6,178 0.1 △9,106 

171,094  

19,883

0.8

0.1

１．受取利息  1 107 106 179

２．受取配当金  1,451 1,151 △300 1,801

３．賃貸料収入  360 － △360 560

４．手数料収入  3,900 1,202 △2,698 5,200

５．保険解約益  6,310 － △6,310 6,310

3,261 3,716 455 5,833６. その他  

Ⅴ 営業外費用  32,540 0.3 46,524 0.5 13,984 90,199 0.4

１．支払利息  25,510 32,609 7,099 61,357

２．投資有価証券運用損  3,866 9,033 5,167 24,361

３．株式交付費  2,700 － △2,700 2,700

４．その他  463 4,880 4,417 1,776

 経常利益又は経常損失(△)   △34,275 △0.3 44,211 0.5 78,486 100,778 0.5

Ⅵ 特別利益  35,300 0.3 16 0.0 △35,284 44,068 0.2

１．固定資産売却益 ※1 45 － △45 45

２．貸倒引当金戻入益  17 － △17 1,824

３．賞与引当金戻入益  28,735 － △28,735 28,735

４．過年度法定福利費  6,501 － △6,501 6,501

５．その他  － 16 16 6,960
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（単位：千円）

 
 
 

 

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

対前中間 
期比 

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 

百分比
（％）

金    額 
百分比
（％）

増減 金    額 
百分比
（％）

     

Ⅶ 特別損失   429,737 4.3 16,957 0.2 △412,780 499,323 2.5

１． 固定資産除却損  ※2 11,760 4,757 △7,003 13,139

２． 固定資産売却損  ※3 － 93 93 15

３． 店舗撤退損  ※4 94,151 935 △93,216 116,546

４． 会員権評価損   4,300 － △4,300 5,599

５． リース解約損   － 2,778 2,778 －

６． 減損損失  ※5 319,526 8,118 △311,408 359,525

７． その他   － 274 274 2,416

税金等調整前中間純利益又は 

中間（当期）純損失(△) 
 △428,712  △ 4.3 27,269 0.3 455,982 △354,476 △1.8

 法人税、住民税及び事業税 ※6 21,149 0.2 18,342 0.2 △2,807 39,101 0.2

 法人税等調整額  ※6 － － － － △1 △0.0

 
中間純利益又は 

中間（当期）純損失（△） 
  △449,862 △ 4.5 8,927 0.1 458,789 △393,577 △2.0
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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）                       （単位：千円）

 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 

（千円） 
749,031 838,215 △962,461 △5,097 619,687

中間連結会計期間中の変

動額 
  

  新株の発行 192,000 190,800  382,800

  中間純損失  △449,862  △449,862

  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） 
192,000 190,800 △449,862 － △67,062

平成18年8月31日残高 

       （千円） 
941,031 1,029,015 △1,412,323 △5,097 552,625

 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年2月28日残高 

       （千円） 
40,711 40,711 660,399 

中間連結会計期間中の変

動額 
 

  新株の発行 382,800 

中間純損失 △449,862 

  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） 

△5,324 △5,324 △5,324 

中間連結会計期間中の変

動額合計   （千円） 
△5,324 △5,324 △72,387 

平成18年8月31日残高 

       （千円） 
35,386 35,386 588,011 
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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）                       （単位：千円）

 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 

（千円） 
941,031 1,029,015 △1,356,038 △5,097 608,910

中間連結会計期間中の変

動額 
  

  中間純利益  8,927  8,927

  連結除外に伴う変動額  △179  △179

  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） 
― ― 8,748 ― 8,748

平成19年8月31日残高 

       （千円） 
941,031 1,029,015 △1,347,290 △5,097 617,658

 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成19年2月28日残高 

       （千円） 
36,369 36,369 645,280 

中間連結会計期間中の変

動額 
 

  中間純利益 8,927 

連結除外に伴う変動額 △179 

  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） 

△10,610 △10,610 △10,610 

中間連結会計期間中の変

動額合計   （千円） 
△10,610 △10,610 △1,683 

平成19年8月31日残高 

       （千円） 
25,758 25,758 643,417 
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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）                         （単位：千円）

 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 

（千円） 
749,031 838,215 △962,461 △5,097 619,687

連結会計年度中の変動額   

  新株の発行 192,000 190,800  382,800

  当期純利益  △393,577  △393,577

  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） 
192,000 190,800 △393,577 － △10,777

平成19年2月28日残高 

       （千円） 
941,031 1,029,015 △1,356,038 △5,097 608,910

 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年2月28日残高 

       （千円） 
40,711 40,711 660,399 

連結会計年度中の変動額  

  新株の発行 382,800 

  当期純利益 △393,577 

  株主資本以外の項目 

  の連結会計年度 

  中の変動額（純額） 

△4,341 △4,341 △4,341 

連結会計年度中の変動額

合計   （千円） 
△4,341 △4,341 △15,119 

平成19年2月28日残高 

       （千円） 
36,369 36,369 645,280 
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(４)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  （単位：千円）

 
 

 
 
 

  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

 

 

 
 

対前中間期
比 

 
 

 

 

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３月１日 

至  平成19年２月28日 

区分  
注記 
番号 

   金  額    金  額  増減  金  額 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

         

税金等調整前中間純利益 
又は中間（当期）純損失（△） 

   △ 428,712 27,269  455,982  △ 354,476 

減価償却費    115,621 83,563  △32,057  222,420 

減損損失     319,526 8,118  △311,407  359,525 

負ののれん償却額    △ 386 △904  △518  △ 772 

貸倒引当金の増加額（△：減少額）    △ 2,272  52  2,324 

賞与引当金増加額（△：減少額）    △ 30,470  41,541  72,012 

 
 

 

△ 1,745 
 

△ 46,135 

受取利息及び受取配当金      △ 1,452 △1,259  193  △ 1,980 

支払利息     25,510 32,609  7,099  61,357 

固定資産売却益     △ 45 －  45  △ 45 

固定資産除却損     11,432 4,757  △6,674  13,139 

固定資産売却損     － 93  93  15 

店舗撤退損     29,776 935  △28,841  116,546 

保険解約益     △ 6,310 －  6,310  △ 6,310 

株式交付費     2,700 －  △2,700  2,700 

会員権評価損     4,300 －  △4,300  5,599 

その他特別損失     － －  －  2,130 

投資有価証券運用損益     3,866 9,033  5,167  24,361

投資有価証券評価損    －  232  232  2,080

売上債権の減少額（△：増加額）    17,823  △66,408  △84,232  142,962 

たな卸資産の減少額（△：増加額）    6,682  △2,501  △9,183  45,590 

その他資産の減少額    467,750 3,962  △463,788  537,290 

仕入債務の増加額（△：減少額）    11,780  63,552  51,772  △151,762 

その他負債の増加額（△：減少額） 

 
   △55,700  15,681  71,382  △158,560 

未払消費税等の増加額(△：減少額)    △ 31,393  28,603  59,997  △ 39,379

小計    460,026 248,935  △211,090  774,552 

利息及び配当金の受取額    1,452     1,259  △193  1,980 

利息の支払額    △ 23,493    △32,646  △9,152  △ 57,943 

法人税等の支払額     △ 41,909    △39,148  2,760  △ 66,799 

営業活動によるキャッシュ・フロー    396,076     178,400  △217,676  651,789 
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 （単位：千円）
 
 
 
 
 

 
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

対前中間  
期比 

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３月１日

至  平成19年２月28日

       区分 注 記
番 号 

金 額 金 額 増減 金  額 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

        

有形固定資産取得による支出  △ 33,983 △51,462 △17,478 △ 60,379 

有形固定資産売却による収入  12,227 9,894 △2,333 17,512 

無形固定資産取得による支出  △ 11,315 △4,017 7,297 △ 11,818 

保険金解約による収入  7,874 － △7,874 7,874 

会員権解約による収入  － － － 6,500 

貸付けによる支出  △ 601 △140 460 △ 1,488 

貸付金の回収による収入  1,261 959 △302 3,384 

その他  － 31,307 31,307 － 

 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △ 24,536 △13,458 11,077 △ 38,415 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

        

新株の発行による収入  380,099 － △380,099 380,099 

短 期 借 入 金 の 増 減 額
（△：減少額） 

 500,000 － △500,000 △ 1,000,000 

長期借入れによる収入  － － － 1,300,000 

長期借入金返済による
支出 

 △ 500,000 △96,000 404,000 △ 500,000 

配当金の支払額  △ 524 △394 129 △ 553 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 379,575 △96,394 △475,970 179,546 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  751,115  68,547 △682,568 792,920 

Ⅴ 
現金及び現金同等物の期首残
高 

 478,937  1,271,857 792,920 478,937 

Ⅵ 連結除外に伴う現金及び現金同等
物の減少額  － △560  △560 － 

 ※ 1,230,052 1,339,844 109,791 1,271,857 Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期
末)残高 
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(５)継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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 

当社グループは、平成16年2月期

以降3連結会計年度及び当中間連結

会計期間連続して重要な営業損失を

継続して計上しており、当該状況か

ら、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。 

 当社グループは、期初に策定しま

した「平成18年度事業計画」を新体

制の基に見直し「平成19年2月期利

益改善計画」に着手しました。①経

営体制刷新と組織変更の実施②商材

の仕入コストの引き下げ③包装資材

費の低減④物流センターの機能点検

と経費削減⑤店舗要員等の適正化に

よる人件費削減⑥配送形態の変更に

よる経費削減に取り組んでまいりま

した。具体的な内容として①につい

ては、経営体制刷新に基づき、平成

18年8月1日付で、地域密着型の営業

体制の推進と、仕入から販売までの

マーチャンダイジング機能の一貫性

を図り、本社機能の生産性を改善す

る中で体制のスリム化を図ることに

より、それに対応した営業推進、経

営戦略等のより一層の充実を目的と

して組織変更を行いました。また、

上記②から⑥に関しては、早期に利

益改善効果が見込まれる具体的項目

を全社的、部署横断的に平成18年6

月より順次実施することにより、確

実に改善効果が出てきております。 

その結果、当中間連結会計期間にお

きましては、17百万円の営業損失で

はありますが、従来より懸案であり

ました、連結子会社である㈱ビッグ

パワーの梅田店の完全撤退が完了し

たことにより、抜本的な収益構造の

転換ができ、今後は黒字化が可能に

なりました。これを受け、通期にお

きましては、営業利益を達成する見

込みであり、営業赤字体質からの脱

却が図れるものと判断しておりま

す。 

              当社グループは、前連結会計年度

まで３期連続して営業損失を計上し

ておりました。当連結会計年度は営

業利益を計上することができました

が、「固定資産の減損に係る会計基

準」の適用に伴い359百万円の減損損

失を計上したことにより、前連結会

計年度より270百万円改善されたもの

の、393百万円の当期損失となりまし

た。当該状況から、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しており

ます。 

このような状況の中、経営体制刷

新と業績回復に向けた体制のスリム

化と、それに対応した営業推進、経

営戦略等の充実を図るための組織変

更を実施し、「平成19年２月期利益

改善計画」に着手いたしました。①

経営体制刷新と組織変更の実施②商

材の仕入コストの引き下げ③包装資

材費の低減④物流センターの機能点

検と経費削減⑤店舗要員等の適正化

による人件費削減⑥配送形態の変更

による経費削減に積極的に取り組ん

でまいりました。さらに、連結子会

社である㈱ビッグパワーが、抜本的

な収益構造への転換を図ることがで

きました。その結果、前連結会計年

度244百万円の営業損失、282百万円

の経常損失が、当連結会計年度で

は、171百万円の営業利益、100百万

円の経常利益を計上することができ

ました。 

このように当連結会計年度が営業

利益、経常利益を達成したことか

ら、営業赤字体質からの脱却が図ら

れたものと判断しておりますが、当

該疑義を抱かせる事象、または状況

の解消に尚一層の取り組み強化を

図ってまいります。 

翌連結会計年度以降も引き続き上

記施策を推進し、さらに営業力を強

化することにより、継続して安定的

に営業利益、経常利益、当期利益を

計上できるよう黒字体質への転換に

取り組んでまいります。 
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前中連結間会計期間 
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 

前事業年度 
  自 平成18年３月１日 
  至 平成19年２月28日 

 資金面におきましては、平成18年7

月には株式の第三者割当増資が実行

され3億8千2百万円の資本増強がなさ

れました。主力取引金融機関には、

現行取引の維持継続の同意をいただ

いておりますが、利益体質への転換

には、金利負担の軽減にも取り組ん

でいく必要があることから、今後は

有利子負債の低減も検討してまいり

ます。 

中間連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、上記のよう

な重要な疑義の影響を中間連結財務

諸表には反映しておりません。 

              資金面におきましては、平成18年

７月に株式の第三者割当増資が実行

され382百万円の資本増強がなされま

した。また、主力取引金融機関に

は、現行取引の継続維持の同意をい

ただいておりますが、利益体質の強

化のためにも金利負担の軽減も必要

なことから、有利子負債の圧縮に取

り組んでおります。 

したがって、継続企業の前提に関

する重要な疑義は解消されるものと

判断しております。 

連結財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、上記のような

重要な疑義の影響を連結財務諸表に

は反映しておりません。 
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(６)中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項  

期  別 
 
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．連結の範囲に関する事

項 

連結子会社の数 ２社 

 連結子会社は㈱ビッグパ

ワー、㈱本郷志乃田であり

ます。 

連結子会社の数 １社 

 連結子会社は㈱ビッグパ

ワーであります。 

前連結会計年度まで連結

子会社であった㈱本郷志乃

田は当中間連結会計期間

は、損益計算書のみ連結し

てます。 

連結子会社の数 ２社 

 連結子会社は㈱ビッグパ

ワー、㈱本郷志乃田であり

ます。 

２．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項 

すべての連結子会社の中

間期の末日は、中間連結決

算日と一致しております。 

同左 連結子会社の事業年度末

日と連結決算日は一致して

おります。 

３．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 

(ｲ) 有価証券 

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） 

時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

(ｲ) 有価証券 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

    同左 

   

 

 

 

 

時価のないもの 

    同左 

(ｲ) 有価証券 

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 

同左 

 

 

(ロ) たな卸資産 

商品 

本部商材 

    移動平均法による原

価法 

店舗商材 

    終仕入原価法によ

る原価法 

ただし、店舗にお

ける本部商材につい

ては、倉庫からの

終払出原価により評

価しております。 

貯蔵品 

  終仕入原価法による

原価法 

(ロ) たな卸資産 

  商品 

本部商材 

同左 

 

店舗商材 

同左 

 

 

 

 

 

 

貯蔵品 

同左 

(ロ) たな卸資産 

 商品 

本部商材 

同左 

 

店舗商材 

同左 

 

 

 

 

 

 

貯蔵品 

同左 
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期  別 
 
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 

(2)重要な減価償却資産の 

減価償却方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)重要な引当金の 

計上基準 

(ｲ) 有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）

については定額法によっ

ております。 

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   ３～47年

車両運搬具         ４年

器具及び備品     ２～10年

 (ﾛ) 無形固定資産 

    自社利用のソフトウエ

アについては、社内にお

ける利用可能期間（５

年）に基づく定額法に

よっております。 

(ﾊ) 長期前払費用 

均等償却 
 
(ｲ) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

を基礎とした将来の貸倒

見込率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額

を計上しております。 

(ﾛ) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に

備えるため、支給見込額

に基づき当中間連結会計

期間負担額を計上してお

ります。 

(ｲ) 有形固定資産 

 

       同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(ﾊ) 長期前払費用 

同左 
 
(ｲ) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 賞与引当金 

同左 

(ｲ) 有形固定資産 

 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(ﾊ) 長期前払費用 

同左 
 
 (ｲ) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に

備えるため、支給見込額

に基づき当連結会計年度

の負担額を計上しており

ます。 
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期  別 
 
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 

(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。 

同左 同左 

  (5)重要なヘッジ会計の方法 

 

(ｲ) ヘッジ会計の方法 

 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、特例処理を採用

しております。 

 (ｲ) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (ﾛ) 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･･･借入金の

利息 

 (ﾛ) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

     同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)その他中間連結財務諸表 

(連結財務諸表)作成の 

ための重要な事項 

(ﾊ) ヘッジ方針 

当社所定の社内手続を

行った上で、借入金利息

の金利変動リスクを回避

する目的により、金利ス

ワップを利用しておりま

す。 

(ﾆ) ヘッジの有効性評価の

方法 

金利スワップの特例処理

の要件を満たしているた

め、有効性の評価を省略

しております。 

(ｲ）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ）消費税等の会計処理 

同左 

(ﾊ) ヘッジ方針 

 当社所定の社内手続を

行った上で、借入金利息の

金利変動リスクを回避する

目的により、金利スワップ

を利用しております。 

 

(ﾆ) ヘッジの有効性評価の 

方法 

 金利スワップの特例処理

の要件を満たしているた

め、有効性の評価を省略

しております。 

(ｲ）消費税等の会計処理 

同左 

 

4．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 

 

 

 

 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ価値の変動

について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する

短期投資からなっておりま

す。 

同左 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金（現金

及び現金同等物）は手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であ

り、かつ価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投

資からなっております。 
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（７）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  

前中連結間会計期間 
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 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間連結会計期間より、固定

資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しています。 

  これにより、営業損失及び経常

損失が34,390千円減少し、税金等

調整前中間純損失が285,135千円増

加しております。 

  なお、減損損失累計額につきま

しては、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。 

  これによる損益に与える影響は

ありません。 

  従来の資本の部の合計に相当す

る金額は588,011千円であります。 

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。 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

（固定資産の減損に係る会計基準）

  当連結会計年度より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会

計 審 議 会  平 成 14 年 ８ 月 ９

日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用してい

ます。 

  これにより、営業利益及び経

常利益が69,692千円増加し、税

金等調整前当期純損失が289,833

千円増加しております。 

  なお、減損損失累計額につき

ましては、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。 

  これによる損益に与える影響

はありません。 

  従来の資本の部の合計に相当

する金額は645,280千円でありま

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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前中連結間会計期間 
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 

              有形固定資産の減価償却の方法 

 

  当中間連結会計期間から、法

人税の改正（（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日以降に取得したものにつ

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。

   これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

             

  

  表示方法の変更 

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 

（中間連結貸借対照表） 

  中間連結財務諸表規則の改正に伴い、区分掲記

しておりました「連結調整勘定」は当中間会計期

間より「負ののれん」と表示しております。 

 

 

                       

 

 

 

（中間連結損益計算書） 

  中間連結財務諸表規則の改正に伴い、区分掲記

しておりました「連結調整勘定償却額」は当中間

会計期間より「負ののれん償却額」と表示してお

ります。 

 

 

                       

 

 

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

  前中間連結会計期間まで「短期借入れによる

収入」および「短期借入金返済による支出」に

ついて区分掲記しておりましたが、短期借入金

については、期間が短く、かつ、回転が速い項

目であるため、当中間連結会計期間より「短期

借入金の増減額」として純額表示しておりま

す。 

  なお、当中間連結会計期間の「短期借入れによ

る収入」は7,500,000千円、「短期借入金返済に

よる支出」は7,000,000千円であります。 
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追加情報 

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 

              「継続企業の前提に関する重要な疑義を

抱かせる事象又は状況」の解消につい

て 

 

 当社グループは、前々連結会計年度

まで３期連続して営業損失を計上して

おりました。 

前連結会計年度は営業利益を計上する

ことができましたが、「 固定資産の

減損に係る会計基準」の適用に伴い

359百万円の減損損失を計上したこと

等により、393百万円の当期純損失と

なりました。当該状況から、当社グ

ループは「継続企業の前提に関する重

要な疑義を抱かせる事象又は状況」が

存在しておりました。 

 当社グループといたしましては、利

益体質への転換を図るため①経営体制

刷新と組織変更②商材の仕入コストの

引き下げ③包装資材の低減④物流セン

ターの機能検討と経費削減⑤店舗要員

等の適正化による人件費の削減⑥配送

形態の変更による経費削減を実行し、

利益体質への改善を推進してまいりま

した。さらに、連結子会社である（㈱

ビッグパワーは、抜本的な対策により

利益体質への転換を図ることができま

した。その結果、当中間連結会計期間

での営業利益は84百万円となり、前連

結会計年度から継続して営業利益を計

上することができました。これにより

当社グループの収益構造は利益体質へ

の転換が達成されたものと考えてお

り、当中間連結会計期間において「継

続企業の前提に関する重要な疑義を抱

かせる事象又は状況」は解消したと判

断しております。 

 従いまして、前連結会計年度の連結財

務諸表に注記致しました「継続企業の

前提に関する重要な疑義を抱かせる事

象又は状況」に関する注記について

は、当中間連結会計期間における中間

連結財務諸表には注記しておりませ

ん。 
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（中間連結損益計算書関係）  

前中間連結会計期間 
自 平成18年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．固定資産売却益の内訳は次

のとおりであります。 

 器具及び備品          45千円 

    計                 45千円 

※１．              

 

※１．固定資産売却益の内訳は次のと

おりであります。 

 器具及び備品         45千円

   計                   45千円

※２．固定資産除却損の内訳は次

のとおりであります。 

 建物        3,973千円 

  器具及び備品     7,786千円 

   計             11,760千円 

※２．固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。 

 建物             2,202千円 

  器具及び備品      2,318千円 

 その他          236千円 

   計                4,757千円 

※２．固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

 建物                 3,973千円

 器具及び備品         9,165千円

    計                13,139千円

   

※３．            ※３．固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。 

 器具及び備品             93千円 

       計                   93千円 

 ※３．固定資産売却損の内訳は次のと

おりであります。 

   車両運搬具            6千円

  器具及び備品           8千円

    計              15千円

※４．店舗撤退損の内訳は次のと

おりであります。 

※４．店舗撤退損の内訳は次のとおり

であります。 

 ※４．店舗撤退損の内訳は次のとおり

であります。 

魚 喜      ８店舗計 70,496千円 魚  喜      ５店舗計       935千円 魚 喜    ９店舗計 92,891千円

ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾜｰ １店舗計 23,461千円 

 

ﾋﾞｯｸﾞﾊﾟﾜｰ １店舗計 23,461千円

本郷志乃田 １店舗計 193千円      計 935千円 本郷志乃田 １店舗計 193千円

  計 94,151千円        計 116,546千円

 

 

 

 

 

 

（８）中間連結財務諸表に関する注記事項 

 

 （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 

（平成19年２月28日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は1,923,504千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は1,896,688千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は1,955,082千円であります。

２．当座貸越契約 

  当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座

貸越契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間連結会計

期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

２．当座貸越契約 

  当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座

貸越契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間連結会計

期間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。 

２．当座貸越契約 

当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座

貸越契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越極度額 2,000,000千円  当座貸越極度額 500,000千円  当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 2,000,000千円   借入実行残高 500,000千円   借入実行残高 500,000千円

 差引額 －千円    差引額 －千円    差引額 －千円
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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．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資産グルー

プについて減損損失を計上しまし

た。 

  ※５．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資産グルー

プについて減損損失を計上しまし

た。 

 ※５．減損損失 

   当連結会計年度において、当社

グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

用途 種類 地域 

関東地区 16店舗 

東海地区  4店舗 

中京地区  3店舗 

関西地区 12店舗 

店舗 建物 

器具及び備品 

長期前払費用 

中四国地区 4店舗 

遊休資産 建物 

器具及び備品 

関東地区  2箇所 

  当社グループは、キャッシュ・フ

ローを生み出す 小単位として店

舗を基本単位として、また遊休資

産については物件単位毎にグルー

ピングしております。 

   理由として、営業活動から生ずる

損益が継続してマイナスであるこ

とから、また、遊休資産について

は今後の活用の目処がないことか

ら帳簿価格を回収可能額まで減額

し 、 当 該 減 少 額 を 減 損 損 失

（319,526千円）として特別損失に

計上いたしました。 

  その内訳は、建物167,915千円、

器具及び備品145,703千円、長期前

払費用5,907千円であります。 

   なお、当該資産グループの回収可

能価額は正味売却可能価額または

使用価値により測定しており、正

味売却可能価額は主に減価償却計

算によって用いられている残存価

値を基に、使用価値については将

来キャッシュ・フローを3.647％で

割り引いて算定しております。 

用途 種類 地域 

関東地区 15店舗

東海地区  5店舗

中京地区  3店舗

関西地区  8店舗

店舗 器具及び備品

電話加入権 

中四国地区 4店舗

 

 

当社グループは、キャッシュ・フ

ローを生み出す 小単位として店舗

を基本単位として、また遊休資産に

ついては物件単位毎にグルーピング

しております。 

   理由として、営業活動から生ずる

損益が継続してマイナスであること

から、帳簿価格を回収可能額まで減

額 し 、 当 該 減 少 額 を 減 損 損 失

（8,118千円）として特別損失に計

上いたしました。 

  その内訳は、器具及び備品5,682

千円、電話加入権2,436千円であり

ます。 

   なお、当該資産グループの回収可

能価額は使用価値により測定してお

りますが、将来キャッシュ・フロー

がマイナスであるため、割引計算は

行っておりません。 

用途 種類 地域 

関東地区 17店舗

東海地区  4店舗

中京地区  3店舗

関西地区 12店舗

店舗 建物 

器具及び備品 

長期前払費用 

中四国地区 4店舗

遊休資産 建物 

器具及び備品 

関東地区  2箇所

  当社グループは、キャッシュ・

フローを生み出す 小単位として

店舗を基本単位として、また遊休

資産については物件単位毎にグ

ルーピングしております。 

   理由として、営業活動から生ず

る損益が継続してマイナスである

ことから、また、遊休資産につい

ては今後の活用の目処がないこと

から帳簿価格を回収可能額まで減

額し、当該減少額を減損損失

（359,525千円）として特別損失に

計上いたしました。 

  その内訳は、建物189,454千

円、器具及び備品161,349千円、

長期前払費用8,721千円でありま

す。 

   なお、当該資産グループの回収

可能価額は正味売却可能価額また

は使用価値により測定しており、

正味売却可能価額は主に減価償却

計算によって用いられている残存

価値を基に、使用価値については

将来キャッシュ・フローを3.647％

で割り引いて算定しております。
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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 

※６．当中間連結会計期間おける税

金費用につきましては、簡便法によ

る税効果を適用しているため、法人

税等調整額は「法人税、住民税及び

事業税」に含めて表示しておりま

す。 

 ※６．    同左  ※６．         同左 

 

（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   （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） 

発行済株式   

 普通株式  11,579 1,200 － 12,779

合計 11,579 1,200 － 12,779

自己株式   

普通株式  7 － － 7

合計 7 － － 7

（注）普通株式の発行済株式数の増加1,200,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

 

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   （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）  

発行済株式   

 普通株式  12,779 － － 12,779

合計 12,779 － － 12,779

自己株式   

普通株式  7 － － 7

合計 7 － － 7

 

 

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   （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） 

発行済株式   

 普通株式  11,579 1,200 － 12,779

合計 11,579 1,200 － 12,779

自己株式   

普通株式  ７ － － ７

合計 ７ － － ７

（注）普通株式の発行済株式数の増加1,200千株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
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 （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

前中間連結会計期間 
自 平成18年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 

現金及び現金同等物の中間連結会

計期間末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関

係 

現金及び現金同等物の中間連結会計

期間末残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成18年８月31日現在） （平成19年８月31日現在）     （平成19年２月28日現在）

現金及び預金勘定 1,230,052千円 現金及び預金勘定 1,339,844千円 現金及び預金勘定 1,271,857千円

 現金及び現金同等物 1,230,052千円 現金及び現金同等物 1,339,844千円 現金及び現金同等物 1,271,857千円
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
自 平成18年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 

 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 

 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 

 リース物件の所有権が借主に移転 

すると認められるもの以外のファイ 

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、 

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、 

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、 

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 

 
取得価額

相 当 額 

減価償却

累 計 額 

相 当 額 

中 間 期 

末 残 高 

相 当 額 

 千円 千円 千円 

車両運

搬具 
53,827 25,416 28,411 

合計 53,827 25,416 28,411 

 

 
取得価額

相 当 額

減価償却

累 計 額

相 当 額

中 間 期

末 残 高

相 当 額

千円 千円 千円

車両運

搬具 
23,351 14,583 8,767

合計 23,351 14,583 8,767

 

 
取得価額

相 当 額 

減価償却

累 計 額 

相 当 額 

期 末 残

高 

相 当 額

千円 千円 千円

車両運

搬具 
42,328 24,679 17,649

合計 42,328 24,679 17,649

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 8,120千円 １年内 3,595千円 １年内 6,157千円

１年超 15,070千円 １年超 2,005千円 １年超 7,323千円

合計 23,190千円 合計 5,600千円 合計 13,480千円

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 4,083千円 支払リース料 2,034千円 支払リース料 7,440千円

減価償却費相当額 4,150千円 減価償却費相当額 1,999千円  減価償却費相当

額 

7,517千円

支払利息相当額 431千円 支払利息相当額 108千円 支払利息相当額 727千円

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。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額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。 

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損

失はありません。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

 

（減損損失について） 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

  同左 

 

 

 

 

 

（減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末 （平成18年８月31日現在） 

有 価 証 券 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差     額 

(1)株式 56,973 116,377 59,403

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 56,973 116,377 59,403

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額 摘     要 

その他有価証券  

 非上場株式 4,032  

 出資金（投資事業有限責任組合） 34,084  

合計 38,117  

 

 

当中間連結会計期間末 （平成19年８月31日現在） 

有 価 証 券 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差     額 

(1)株式 54,893 98,135 43,241

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 54,893 98,135 43,241

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額 摘     要 

その他有価証券  

 非上場株式 3,800  

  出資金（投資事業有限責任組合） 4,556  

合計 8,356  

 

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）
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前連結会計年度末 （平成19年２月28日現在） 

有 価 証 券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

   取得原価 連結貸借対照表計上額 差     額 

(1)株式 54,893 115,007 61,053

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 54,893 115,947 61,053

   （注） 当連結会計年度において、有価証券について2,080千円（その他有価証券である時価のある株式

2,080千円）減損処理を行っております。 

       なお、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て50％以上下落した場合には全

て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要

と認められた額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 

 連結貸借対照表計上額 摘     要 

その他有価証券  

 非上場株式 4,032  

 出資金（投資事業有限責任組合） 13,589  

 

 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで） 

当社グループはヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項はありません。 

 

 当中間連結会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで） 

該当事項はありません。 

 

 前連結会計年度（平成18年３月１日から平成19年２月28日まで） 

当社グループはヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項はありません。 

 

（ストックオプション等） 

 前中間連結会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで） 

該当事項はありません。 

 

 当中間連結会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで） 

該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（平成18年３月１日から平成19年２月28日まで） 

該当事項はありません。 

 

 

 

（単位：千円）

（単位：千円）
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（セグメント情報） 

（１）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） 

     

 鮮 魚 事 業 飲食関連事業 計 消去又は全社 連 結

 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 9,237,507 818,002 10,055,509 － 10,055,509

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 － 20,642 20,642 （20,642） －

計 9,237,507 836,644 10,076,151 （20,642） 10,055,509

営業費用 8,965,219 829,090 9,794,310 278,218 10,072,528

営業利益又は営業損失(△)    272,287 9,553 281,841 （298,860） △ 17,018 

 

 

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） 

     

 鮮 魚 事 業 飲食関連事業 計 消去又は全社 連 結

 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 8,451,789 827,140 9,278,929 － 9,278,929

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 194 20,679 20,873 （20,873） －

計 8,451,983 847,819 9,299,802 （20,873） 9,278,929

営業費用 8,220,166 737,503 8,957,670 236,701 9,194,372

営業利益    231,816 110,315   342,132 （257,575） 84,556

  

 

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） 

     

 鮮 魚 事 業 飲食関連事業 計 消去又は全社 連 結

 売上高及び営業損益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 18,558,873 1,617,078 20,175,952 － 20,175,952

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 － 41,284 41,284 (41,284) －

計 18,558,873 1,658,363 20,217,236 （41,284） 20,175,952

営業費用 17,901,806 1,562,681 19,464,487 540,370 20,004,857

営業利益 657,067 95,681 752,749 （581,654） 171,094 

（注）１．事業区分の方法 

 当社グループの事業区分は、形態別に区分しております。 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）
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２．各事業の主な商品 

事 業 区 分 主       要       商       品 

鮮魚事業 ウナギ長焼、有頭ブラックタイガー、中トロマグロ、にぎりパック 

飲食関連事業 回転寿司、レストラン、不動産賃貸管理、事務代行業務 

 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

     

前中間連結 当中間連結 前 連 結  

会 計 期 間 会 計 期 間 会 計 年 度 
主 な 内 容 

消去又は全社の項

目に含めた配賦不

能営業費用の金額 

300,660 259,375 585,255

親会社本社の人事総務部門等

管理部門に係る費用でありま

す。 

    

４．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のとおり、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更に伴う各セグメントの損益に与える影響は軽微であります。 

 

（２）所在地別セグメント情報 

 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）、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）及び前連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日）において、

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。 

 

（３）海外売上高 

    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）及び前連結会計年度（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日）において、

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

（単位：千円）
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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 46.04円 １株当たり純資産額 50.38円 １株当たり純資産額 50.52円

１株当たり中間純損失金額 38.10円 １ 株 当 た り 中 間 純 利 益 金 額 0.70円 １株当たり当期純損失金額 32.04円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額につきましては、１

株当たり中間純損失であり、また潜

在株式が存在しないため記載してお

りません。 

 なお、潜在株式調整後１株当り中

間純利益金額につきましては、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

 なお、潜在株式調整後１株当り当

期純利益金額につきましては、１株

当たり当期純損失であり、また、潜

在株式が存在しないため記載してお

りません。 

    

  

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

 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

中間純利益又は中間（当期）純損

失（△）       （千円） 
△449,862 8,927 △393,577 

普通株主に帰属しない金額（千円） －        － － 

普通株式に係る中間純利益又は普

通株式に係る中間（当期）純損失

（△）        （千円） 

△449,862 8,927 △393,577 

期中平均株式数（株）    11,806,703 12,771,921        12,285,346 

    

（重要な後発事象） 

  該当事項はありません。 
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(イ) （仕入実績及び販売実績） 

 （１）仕入実績 

   当中間連結会計期間の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  （単位：千円）

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 

期  別 
 
 
 
セグメント別  前年同期比

 

（％） 

鮮 魚 事 業 4,984,227 91,47 

飲 食 関 連 事 業 392,829 106.20 

合     計 5,377,056 92.41 

 （注）１．鮮魚事業の仕入高は、生魚、冷凍品、塩干品等であります。 

２．飲食関連事業の仕入高は、デベロッパー事業における商品仕入、及び飲食事業における食材仕入であ

ります。 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）販売実績 

  （単位：千円）

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 

期  別 
 
 
 
セグメント別  前年同期比

 

（％） 

鮮 魚 事 業 8,451,789 91.49 

飲 食 関 連 事 業 827,140 101.12 

合     計 9,278,929 92.28 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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５．中間財務諸表 

 (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）

対前中間  
期比  

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 

構成比
（％）

金    額 
構成比
（％）

増減 金    額 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   1,197,609 1,298,350 100,741 1,240,493  

２．売掛金   818,143 759,981 △58,162 691,290  

３．たな卸資産   131,797 95,307 △36,489 93,060  

４．短期貸付金   3,435 － △3,435 －  

５．その他   124,797 93,607 △31,190 109,034  

貸倒引当金   △ 720 △670 50 △610  

 流動資産合計   2,275,064 58.5 2,246,577 63.7 △28,487 2,133,267 61.0

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産  ※1   

(1)建物   316,055 267,051 △49,004 265,354  

(2)器具及び備品   302,622 224,732 △77,889 244,149  

(3)その他   1,784 734 △1,050 805  

有形固定資産合計   620,462 15.9 492,519 14.0 △127,943 510,309 14.6

２．無形固定資産   29,552 0.8 25,774 0.6 △3,778 27,811     0.8

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券   154,494 106,491 △48,003 133,569  

(2)関係会社長期貸付金   514,750 345,000 △169,750 444,750  

(3)敷金保証金   609,902 548,115 △61,787 579,422  

(4)その他   189,269 128,580 △60,688 130,442  

貸倒引当金   △ 502,699 △363,923 138,776 △460,347  

投資その他の資産合計  965,716 24.8 764,263 21.7 △201,453 827,837 23.6

 固定資産合計   1,615,731 41.5 1,282,557 36.3 △333,174 1,365,957 39.0

 資産合計   3,890,796 100.0 3,529,134 100.0 △361,662 3,499,225 100.0

    

 

（単位：千円）
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   （単位：千円）

 
 

 

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）

 

対前中間  
期比   

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 

構成比
（％）

金    額 
構成比
（％）

増減 金    額 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  781,054 679,725 △101,329 617,511  

２．短期借入金  2,000,000 500,000 △1,500,000 500,000  

３．
一年以内返済予定長期

借入金 
 － 192,000 192,000 192,000  

４．未払金  206,363 210,399 2,876 194,656  

５．未払法人税等  34,370 30,085 △4,285  

６．賞与引当金  65,263 91,162 25,899 

49,576

49,809  

７．その他  ※2 126,191 144,505 19,474 107,738  

 流動負債合計  3,213,243 82.6 1,847,877 52.4 △1,365,366 1,711,291 48.9

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  － 1,012,000 1,012,000 1,108,000

２．繰延税金負債  24,016 17,482 △6,534 24,683

 固定負債合計  24,016 0.6 1,029,482 29.1 1,005,466 1,132,683 32.4

     負債合計  83.2 81.5 81.33,237,260 2,877,359 △359,901 2,843,975

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  941,031 24.2 941,031 26.7 － 941,031 26.9

２．資本剰余金   

（1）資本準備金  1,029,015 26.4 1,029,015 29.1 － 1,029,015 29.4

資本剰余金合計  1,029,015 26.4 1,029,015 29.1 － 1,029,015 29.4

３．利益剰余金   

（1）利益準備金  14,000 14,000 － 14,000

（2）その他利益  

剰余金 
  

繰越利益剰余金  △1,360,799 △1,352,933 7,866 △1,360,068

利益剰余金合計  △1,346,799 △34.5 △1,338,933 △37.9 7,866 △1,346,068 △38.5

４．自己株式  △ 5,097 △0.1 △5,097 △0.1 － △5,097 △0.1

 株主資本合計   618,149 15.9 626,015 17.8 7,866 618,880 17.7

Ⅱ 評価･換算差額等    

１．
その他有価証券 

評価差額金 
 35,386 0.9 25,758 0.7 △9,628 36,369 1.0

評価･換算差額等合計  35.386 0.9 25,758 0.7 △9,628 36,369 1.0

 純資産合計  653,535 16.8 651,774 18.5 △1,761 655,250 18.7

 負債純資産合計  3,890,796 100.0 3,529,134 100.0 △361,662 3,499,225 100.0
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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

 

対前中間  
期比 

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 

百分比
（％）

金    額 
百分比
（％）

増減 金    額 
百分比
（％）

      

Ⅰ 売上高   9,896,288 100.0 9,135,308 100.0 △760,980 19,872,613 100.0

Ⅱ 売上原価   5,740,824 58.0 5,298,559 58.0 △442,265 11,594,863 58.3

 売上総利益   4,155,464 42.0 3,836,748 42.0 △318,716 8,277,749 41.7

4,127,642 41.7 3,801,138Ⅲ 販売費及び一般管理費   41.6 △326,504 8,119,111 40.9

 営業利益   27,822 0.3 35,610 0.4 △7,788 158,638 0.8

Ⅳ 営業外収益  ※1 
0.2 0.1

0.1
19,920 10,070 △9,850 

Ⅴ 営業外費用  ※2 32,171 0.3 46,498 0.5 14,327 

28,637

89,830 0.4

 
経常利益又は経常 

損失（△） 
 15,571 0.2 △817 △0.0 △16,388 97,444 0.5

Ⅵ 特別利益  ※3 30,962 0.3 44,412 0.5 13,450 39,751 0.2

 Ⅶ  特別損失  ※4.5 418,165 4.3 18,208 0.2 △399,957 490,135 2.5

税引前中間純利益 

又は中間（当期）純損失

（△）

 △371,631 △3.8 25,386 0.3 397,017 △352,939 △1.8

法人税、住民税

及び事業税 
※7 21,000 0.2 18,251 0.2 △2,749 38,960 0.2

中間純利益 

又は中間（当期）純損失

（ ）

 △392,631 △4.0 7,135 0.1 399,766 △391,900 △2.0

（単位：千円）
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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）                         （単位：千円）

 株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他  

利益剰余金

 

資本金 

資本準備金 
資本剰余金

合計 

利益準

備金 繰越   

利益剰余金

利益剰余金

合計 

自己株式 株主資本合計

平成18年2月28日残高 

（千円） 
749,031 838,215 838,215 14,000 △968,167 △954,167 △5,097 627,981

中間会計期間中の変動額     

  新株の発行 192,000 190,800 190,800   382,800

  中間純損失   △392,631 △392,631  △392,631

  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） 
192,000 190,800 190,800 － △392,631 △392,631 － △9,831

平成18年8月31日残高 

       （千円） 
941,031 1,029,015 1,029,015 14,000 △1,360,799 △1,360,799 △5,097 618,149

 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年2月28日残高 

       （千円） 
40,711 40,711 668,692 

中間会計期間中の変動額  

  新株の発行 382,800 

  中間純損失 △392,631 

  株主資本以外の項目 

  の中間会計期間 

  中の変動額（純額） 

△5,324 △5,324 △5,324 

中間会計期間中の変動額

合計   （千円） 
△5,324 △5,324 △15,156 

平成18年8月31日残高 

       （千円） 
35,386 35,386 653,535 
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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）                         （単位：千円）

 株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他  

利益剰余金

 

資本金 

資本準備金 
資本剰余金

合計 

利益準

備金 繰越   

利益剰余金

利益剰余金

合計 

自己株式 株主資本合計

平成19年2月28日残高 

（千円） 
941,031 1,029,015 1,029,015 14,000 △1,360,068 △1,346,068 △5,097 618,880

中間会計期間中の変動額     

  新株の発行     

  中間純利益   7,135 7,135  

  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） 
－ － － － 7,135 7,135 － 7,135

平成19年8月31日残高 

       （千円） 
941,031 1,029,015 1,029,015 14,000 △1,352,933 △1,338,933 △5,097 626,015

 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成19年2月28日残高 

       （千円） 
36,369 36,369 655,250 

中間会計期間中の変動額  

  新株の発行  

  中間純利益 7,135 

  株主資本以外の項目 

  の中間会計期間 

  中の変動額（純額） 

△10,611 △10,611 △10,611 

中間会計期間中の変動額

合計   （千円） 
△10,611 △10,611 △3,476 

平成19年8月31日残高 

       （千円） 
25,758 25,758 651,774 
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前事業年度 （自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日）                           （単位：千円）

 株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他  

利益剰余金

 

資本金 

資本準備金 
資本剰余金

合計 

利益準

備金 繰越   

利益剰余金

利益剰余金

合計 

自己株式 株主資本合計

平成18年2月28日残高 

（千円） 
749,031 838,215 838,215 14,000 △968,167 △954,167 △5,097 627,981

事業年度中の変動額     

  新株の発行 192,000 190,800 190,800   382,800

  当期純利益   △391,900 △391,900  △391,900

  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） 
192,000 190,800 190,800 － △391,900 △391,900 － △9,100

平成19年2月28日残高 

       （千円） 
941,031 1,029,015 1,029,015 14,000 △1,360,068 △1,360,068 △5,097 618,880

 評価・換算差額等 

 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年2月28日残高 

       （千円） 
40,711 40,711 668,692 

事業年度中の変動額  

  新株の発行 382,800 

  当期純利益 △391,900 

  株主資本以外の項目 

  の事業年度中の変 

動額（純額） 

△4,431 △4,431 △4,431 

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
△4,431 △4,431 △13,442 

平成19年2月28日残高 

       （千円） 
36,369 36,369 655,250 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

当社は、平成16年2月期以降3事業

年度連続して重要な営業損失を継続

して計上しており、当該状況から、

継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。 

 当社は、期初に策定しました「平

成18年度事業計画」を新体制の基に

見直し「平成19年2月期利益改善計

画」に着手しました。①経営体制刷

新と組織変更の実施②商材の仕入コ

ストの引き下げ③包装資材費の低減

④物流センターの機能点検と経費削

減⑤店舗要員等の適正化による人件

費削減⑥配送形態の変更による経費

削減に取り組んでまいりました。具

体的な内容として①については、経

営体制刷新に基づき、平成18年8月1

日付で、地域密着型の営業体制の推

進と、仕入から販売までのマーチャ

ンダイジング機能の一貫性を図り、

本社機能の生産性を改善する中で体

制のスリム化を図ることにより、そ

れに対応した営業推進、経営戦略等

のより一層の充実を目的として組織

変更を行いました。また、上記②か

ら⑥に関しては、早期に利益改善効

果が見込まれる具体的項目を全社

的、部署横断的に平成18年6月より

順次実施することにより、確実に改

善効果が出てきております。 

その結果、当中間会計期間におき

ましては、27百万円の営業利益を達

成することができ、更に、通期にお

きましても、営業利益を達成する見

込みであり、営業赤字体質からの脱

却を図れるものと判断しておりま

す。 

 

                 

当社は、前事業年度まで３期連続

して営業損失を計上しておりまし

た。当事業年度は営業利益を計上す

ることができましたが、「固定資産

の減損に係る会計基準」の適用に伴

い358百万円の減損損失を計上したこ

とにより、前事業年度より335百万円

改善されたものの、391百万円の当期

純損失となりました。当該状況か

ら、継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。 

このような状況の中、経営体制刷

新と業績回復に向けた体制のスリム

化と、それに対応した営業推進、経

営戦略等の充実を図るための組織変

更を実施し、「平成19年２月期利益

改善計画」に着手いたしました。①

経営体制刷新と組織変更の実施②商

材の仕入コストの引き下げ③包装資

材費の低減④物流センターの機能点

検と経費削減⑤店舗要員等の適正化

による人件費削減⑥配送形態の変更

による経費削減に積極的に取り組ん

でまいりました。その結果、前事業

年度105百万円の営業損失、136百万

円の経常損失が、当事業年度では、

158百万円の営業利益、97百万円の経

常利益を計上することができまし

た。 

このように、当事業年度が営業利

益、経常利益を達成したことから、

営業赤字体質からの脱却が図られた

ものと判断しておりますが、当該疑

義を抱かせる事象、または状況の解

消に尚一層の取り組み強化を図って

まいります。 

翌事業年度以降も引き続き上記施

策を推進し、さらに営業力を強化す

ることにより、継続して安定的に営

業利益、経常利益、当期利益を計上

できるよう黒字体質への転換に取り

組んでまいります。 
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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 
  自 平成18年３月１日 
  至 平成19年２月28日 

 資金面におきましては、平成18年7

月には株式の第三者割当増資が実行

され3億8千2百万円の資本増強がなさ

れました。主力取引金融機関には、

現行取引の維持継続の同意をいただ

いておりますが、利益体質への転換

には、金利負担の軽減にも取り組ん

でいく必要があることから、今後は

有利子負債の低減も検討してまいり

ます。 

中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、上記のような

重要な疑義の影響を中間財務諸表に

は反映しておりません。 

 

              

資金面におきましては、平成18年

７月に株式の第三者割当増資が実行

され382百万円の資本増強がなされま

した。また、主力取引金融機関に

は、現行取引の継続維持の同意をい

ただいておりますが、利益体質の強

化のためにも金利負担の軽減も必要

なことから、有利子負債の圧縮に取

り組んでおります。 

したがって、継続企業の前提に関

する重要な疑義は解消されるものと

判断しております。 

財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、上記のような重要

な疑義の影響を財務諸表には反映し

ておりません。 
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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  

期  別 
 
項  目 

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 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

１．資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式 

 移動平均法による原価

法 

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） 

時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

子会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

    同左 

   

 

 

 

 

時価のないもの 

    同左 

(1) 有価証券 

子会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

 決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定） 

時価のないもの 

同左 

 

 

(2) たな卸資産 

商品 

本部商材 

    移動平均法による原

価法 

店舗商材 

    最終仕入原価法によ

る原価法 

ただし、店舗にお

ける本部商材につい

ては、倉庫からの最

終払出原価により評

価しております。 

貯蔵品 

  最終仕入原価法による

原価法 

(2) たな卸資産 

  商品 

本部商材 

同左 

 

店舗商材 

同左 

 

 

 

 

 

 

貯蔵品 

同左 

(2) たな卸資産 

 商品 

本部商材 

同左 

 

店舗商材 

同左 

 

 

 

 

 

 

貯蔵品 

同左 
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期  別 
 
項  目 

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 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

２．固定資産の減価償却の 

方法 

 

(1) 有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）

については定額法によっ

ております。 

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   ３～47年

車両運搬具         ４年

器具及び備品     ２～10年

(2) 無形固定資産 

    自社利用のソフトウエ

アについては、社内にお

ける利用可能期間（５

年）に基づく定額法に

よっております。 

(3) 長期前払費用 

均等償却 

(1) 有形固定資産 

    同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

(1) 有形固定資産 

    同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

３．引当金の計上基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

を基礎とした将来の貸倒

見込率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額

を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に

備えるため、支給見込額

に基づき当中間会計期間

負担額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

 

 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に

備えるため、支給見込額

に基づき当期の負担額を

計上しております。 

 

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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期  別 
 
項  目 

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 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

  ５．ヘッジ会計の方法 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

 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、特例処理を採用

しております。 

(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･･･借入金の

利息 

(3) ヘッジ方針 

当社所定の社内手続を

行った上で、借入金利息

の金利変動リスクを回避

する目的により、金利ス

ワップを利用しておりま

す。 

(4) ヘッジの有効性評価の

方法 

金利スワップの特例処理

の要件を満たしているた

め、有効性の評価を省略

しております。 

 

なお、中間会計期間末時

点で残高はありません。

 

(1) ヘッジ会計の方法 

 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、特例処理を採用

しております。 

(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･･･借入金の

利息 

(3) ヘッジ方針 

 当社所定の社内手続を

行った上で、借入金利息の

金利変動リスクを回避する

目的により、金利スワップ

を利用しております。 

 

(4) ヘッジの有効性評価の 

方法 

 金利スワップの特例処理

の要件を満たしているた

め、有効性の評価を省略

しております。 

 

なお、事業年度末時点で

残高はありません。 

６.その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のため

の重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(1）消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 
自 平成18年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 
  自 平成18年３月１日 
  至 平成19年２月28日 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用

しています。 

  これにより、営業損失及び経常

損失が34,318千円減少し、税引前

中間純損失は284,664千円増加して

おります。 

  なお、減損損失累計額につきま

しては、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。 

  これによる損益に与える影響は

ありません。 

  従来の資本の部の合計に相当す

る金額は653,535千円であります。 

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。 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

（固定資産の減損に係る会計基準）

  当事業年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及

び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用しています。 

  これにより、営業利益及び経

常利益が69,548千円増加し、税

引前当期純損失が289,434千円増

加しております。 

  なお、減損損失累計額につき

ましては、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。 

  これによる損益に与える影響

はありません。 

  従来の資本の部の合計に相当

する金額は655,250千円でありま

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  
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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 
  自 平成18年３月１日 
  至 平成19年２月28日 

                            有形固定資産の減価償却の方法 

   

当中間会計期間から、法人税

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

以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

                             

 

 

表示方法の変更  

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 

  （中間貸借対照表） 

前中間期まで区分掲記していた「短期貸付金」

（当中間期末の残高は2,381千円）は、総資産額の

100分の5以下となったため、当中間期末において

金額が軽微なため、流動資産の「その他」に含め

て表示することにしました。 
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追加情報 

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 
  自 平成18年３月１日 
  至 平成19年２月28日 

              「継続企業の前提に関する重要な疑義を

抱かせる事象又は状況」の解消につい

て 

 

 当社は、前々事業年度まで３期連続

して営業損失を計上しておりました。

前事業年度は営業利益を計上すること

ができましたが、「 固定資産の減損

に係る会計基準」の適用に伴い358百

万円の減損損失を計上したこと等によ

り、391百万円の当期純損失となりま

した。当該状況から、当社は「継続企

業の前提に関する重要な疑義を抱かせ

る事象又は状況」が存在しておりまし

た。 

 当社といたしましては、利益体質へ

の転換を図るため①経営体制刷新と組

織変更②商材の仕入コストの引き下げ

③包装資材の低減④物流センターの機

能検討と経費削減⑤店舗要員等の適正

化による人件費の削減⑥配送形態の変

更による経費削減を実行し、利益体質

への改善を推進してまいりました。

その結果、当中間会計期間の営業利益

は35百万円となり、２期（中間）連続

で営業利益を計上することができまし

た。これにより当社の収益構造は利益

体質への転換が達成されたものと考え

ており、当中間会計期間において「継

続企業の前提に関する重要な疑義を抱

かせる事象又は状況」は解消したと判

断しております。 

 従いまして、前事業年度の財務諸表

に注記致しました「継続企業の前提に

関する重要な疑義を抱かせる事象又は

状況」に関する注記については、当中

間会計期間における中間財務諸表には

注記しておりません。 
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注記事項 

 

 （中間貸借対照表関係）   

前中間会計期間末 

（平成18年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 

（平成19年２月28日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は1,878,850千円であります。 

※２．消費税等の取り扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、金銭的重要性が乏し

いため、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

３．当座貸越契約 

  当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座

貸越契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

 当座貸越極度額  2,000,000千円 

 借入実行残高   2,000,000千円 

   差引額       － 千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は1,855,251千円であります。 

※２．消費税等の取り扱い 

       同左 

 

 

 

３．当座貸越契約 

  当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座

貸越契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越極度額   500,000千円

 借入実行残高    500,000千円

   差引額       － 千円

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は1,911,631千円であります。

 

 

 

 

 

３．当座貸越契約 

当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行１行と当座

貸越契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当事業年度末の

借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度額  500,000千円 

 借入実行残高   500,000千円 

   差引額      － 千円 
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（損益計算書関係） 

 

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 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

※１．営業外収益のうち主要なも

のは次のとおりであります。 

 受取利息      4,566千円 

 受取配当金      1,451千円 

 

 

※１．営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

 受取利息       4,174千円 

 受取配当金      1,151千円 

 

 

※１．営業外収益のうち主要なものは

次のとおりであります。 

 受取利息      9,266千円 

 受取配当金     1,801千円 

 手数料収入     8,800千円 

 保険解約金     6,310千円 

※２．営業外費用のうち主要なも

のは次のとおりであります。 

 支払利息      25,510千円 

 投資有価証券運用損    3,866千円 

 株式交付費      2,700千円 

            

※２．営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。 

 支払利息       32,609千円 

 投資有価証券運用損       9,033千円 

  

 

※２．営業外費用のうち主要なものは

次のとおりであります。 

 支払利息      61,357千円 

 投資有価証券運用損    24,361千円 

 株式交付費      2,700千円 

   

※３．特別利益のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

 賞与引当金戻入益 24,414千円 

 過年度法定福利費  6,501千円 

※３．特別利益のうち主要なものは次

のとおりであります。 

 貸倒引当金戻入益  44,412千円 

             

 ※３．特別利益のうち主要なものは次

のとおりであります。 

 賞与引当金戻入益  24,414千円 

 過年度法定福利費   6,501千円 

過年度店舗使用料等  6,960千円 

※４．特別損失のうち主要なもの

は次のとおりであります。 

 固定資産除却損  11,760千円 

貸倒引当金繰入額  6,501千円 

店舗撤退損    70,496千円 

減損損失     318,983千円 

※４．特別損失のうち主要なものは次

のとおりであります。 

 固定資産除却損    4,521千円 

関係会社整理損    1,528千円 

リース解約損     2,778千円 

減損損失       8,118千円 

※４．特別損失のうち主要なものは次

のとおりであります。 

 固定資産除却損   12,734千円 

貸倒引当金繰入額  15,701千円 

店舗撤退損     92,891千円 

減損損失      358,983千円 
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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 
 自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

 ※５．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

損損失を計上しました。 

 ※５．減損損失 

   当事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

 ※５．減損損失 

   当事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

用途 種類 地域 

関東地区 15店舗 

東海地区  4店舗 

中京地区  3店舗 

関西地区 12店舗 

店舗 建物 

器具及び備品 

長期前払費用 

中四国地区 4店舗 

遊休資産 建物 

器具及び備品 

関東地区  2箇所 

  当社は、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として店舗を基本

単位として、また遊休資産につい

ては物件単位毎にグルーピングし

ております。 

   理由として、営業活動から生ず

る損益が継続してマイナスである

ことから、また、遊休資産につい

ては今後の活用の目処がないこと

から帳簿価格を回収可能額まで減

額し、当該減少額を減損損失

（318,983千円）として特別損失に

計上いたしました。 

  その内訳は、建物167,915千円、

器具及び備品145,161千円、長期前

払費用5,907千円であります。 

   なお、当該資産グループの回収

可能価額は正味売却可能価額また

は使用価値により測定しており、

正味売却可能価額は主に減価償却

計算によって用いられている残存

価値を基に、使用価値については

将来キャッシュ・フローを3.647％

で割り引いて算定しております。 

用途 種類 地域 

関東地区 15店舗

東海地区  5店舗

中京地区  3店舗

関西地区  8店舗

店舗 器具及び備品

電話加入権 

中四国地区 4店舗

 

 

当社は、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として店舗を基本

単位として、また遊休資産につい

ては物件単位毎にグルーピングし

ております。 

   理由として、営業活動から生ず

る損益が継続してマイナスである

ことから、帳簿価格を回収可能額

まで減額し、当該減少額を減損損

失（8,118千円）として特別損失に

計上いたしました。 

  その内訳は、器具及び備品5,682

千円、電話加入権2,436千円であり

ます。 

   なお、当該資産グループの回収

可能価額は使用価値により測定し

ておりますが、将来キャッシュ・

フローはマイナスであるため、割

引計算は行っておりません。 

用途 種類 地域 

関東地区 16店舗

東海地区  4店舗

中京地区  3店舗

関西地区 12店舗他

店舗他 建物 

器具及び備品 

長期前払費用 

中四国地区 4店舗

遊休資産 建物 

器具及び備品 

関東地区  2箇所

  当社は、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として店舗を基本

単位として、また遊休資産につい

ては物件単位毎にグルーピングし

ております。 

   理由として、営業活動から生ずる

損益が継続してマイナスであるこ

とから、また、遊休資産について

は今後の活用の目処がないことか

ら帳簿価格を回収可能額まで減額

し 、 当 該 減 少 額 を 減 損 損 失

（358,983千円）として特別損失に

計上いたしました。 

  その内訳は、建物189,454千円、

器具及び備品160,806千円、長期前

払費用8,721千円であります。 

   なお、当該資産グループの回収可

能価額は正味売却可能価額または

使用価値により測定しており、正

味売却可能価額は主に減価償却計

算によって用いられている残存価

値を基に、使用価値については将

来キャッシュ・フローを3.647％で

割り引いて算定しております。 
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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 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

６．減価償却実施額 
 

有形固定資産 88,152千円 

無形固定資産 2,660千円 

 ６．減価償却実施額 

 有形固定資産 62,194千円

無形固定資産 1,541千円

６．減価償却実施額 

 有形固定資産 174,175千円

無形固定資産 4,402千円

 ※７．当中間会計期間における税金

費用につきましては、簡便法によ

る税効果会計を適用しているた

め、法人税等調整額は「法人税、

住民税及び事業税」に含めて表示

しております。 

 ※７.     同左 

      

  

 

 （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３月１日  至 平成18年８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 

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数 （千株） 

当中間会計期間減少

株式数  （千株） 

当中間会計期間末株

式数  （千株） 

普通株式    ７ － － ７

合計 ７ － － ７

 

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） 

 

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 

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数 （千株） 

当中間会計期間減少

株式数 （千株） 

当中間会計期間末株

式数  （千株） 

普通株式    ７ － － ７

合計 ７ － － ７

 

前事業年度（自 平成18年３月１日  至 平成19年２月28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 

（千株） 

当事業年度増加株式

数   （千株） 

当事業年度減少株式

数   （千株） 

当事業年度末株式数 

   （千株） 

普通株式    ７ － － ７

合計 ７ － － ７
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（リース取引関係） 

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 
自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日 

 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 

 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 

 リース物件の所有権が借主に移転 

すると認められるもの以外のファイ 

ナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、 

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、 

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、 

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 
取得価額

相 当 額 

減価償却

累 計 額 

相 当 額 

中 間 期 

末 残 高 

相 当 額 

 千円 千円 千円 

車両運

搬具 
53,827 25,416 28,411 

合計 53,827 25,416 28,411 

 

 
取得価額

相 当 額

減価償却

累 計 額

相 当 額

中 間 期

末 残 高

相 当 額

千円 千円 千円

車両運

搬具 
23,351 14,583 8,767

合計 23,351 14,583 8,767

 

 
取得価額

相 当 額 

減価償却

累 計 額 

相 当 額 

期末残高

相 当 額

千円 千円 千円

車両運

搬具 
42,328 24,679 17,649

合計 42,328 24,679 17,649

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 8,120千円 １年内 3,595千円 １年内 6,157千円

１年超 15,070千円 １年超 2,005千円 １年超 7,323千円

合計 23,190千円 合計 5,600千円 合計 13,480千円

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 4,083千円 支払リース料 2,034千円 支払リース料 7,440千円

減価償却費相当額 4,150千円 減価償却費相当額 1,999千円  減価償却費相当額 7,517千円

支払利息相当額 431千円 支払利息相当額 108千円 支払利息相当額 727千円

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。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額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。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

  同左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損

失はありません。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 
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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、子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（１株当たり情報） 

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 
 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 51.17円 １株当たり純資産額 51.03円 １株当たり純資産額 51.30円

１株当たり中間純損失金額 33.25円 １ 株 当 た り 中 間 純 利 益 金 額 0.56円 １株当たり当期純損失金額 31.90円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、1株当

たり中間純損失であり、また潜在株

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株当り中

間純利益額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当り当

期純利益額については、1株当たり

当期純損失であり、また、潜在株式

が存在していないため記載しており

ません。 

    

  

（注）１株当たり中間純利益金額又は１株あたり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 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 
自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日

中間純利益又は中間（当期）純損

失（△） 
△392,631 7,135 △391,900 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は普

通株式に係る中間（当期）純損失

（△） 

△392,631 7,135 △391,900 

期中平均株式数（株）    11,806,703  12,771,921        12,285,346 

    

（重要な後発事象） 

  該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




