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平成２０年３月期 中間決算短信 

平成１９年１１月 ５日 

上場会社名     株式会社 ヤマナカ                 上場取引所    名証第二部 

コード番号     ８１９０                                 （ＵＲＬ http://www.super-yamanaka.co.jp） 

代  表  者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中野 義久 

問合せ先責任者  （役職名） 執行役員財務部長 （氏名） 屋敷 昭二           ＴＥＬ (052)937-9310 

半期報告書提出予定日  平成１９年１２月１１日   配当支払開始予定日  平成１９年１２月 ７日 
  

（百万円未満切捨て） 
１．１９年９月中間期の連結業績（平成１９年 ３月２１日～平成１９年 ９月２０日） 
(1)連結経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 
 営業収益 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９月中間期 
18 年９月中間期 

55,584（△ 0.3） 
  55,736（△ 1.0） 

 572（△22.5） 
  738（ 187.5） 

683（△ 8.6） 
747（ 144.9） 

406（－） 
△3,191（－） 

１９年３月期 110,331（△ 1.4）  1,457（  51.2）   1,533（  56.5） 
5) 

 △4,154（－） 
 

 
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９月中間期 
18 年９月中間期 

20  03 
△ 157  25 

－ 
－ 

１９年３月期 △ 204  70 － 
(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期  ６百万円  18年９月中間期  ７百万円  19年３月期  ８百万円 
 
(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９月中間期 
18 年９月中間期 

50,342 
53,305 

16,334 
17,561 

 

32.5 
32.9 

 

804 82 
865  20 

１９年３月期 50,606 16,342 32.3 805  21 

(参考)自己資本  19 年９月中間期 16,334 百万円 18 年９月中間期 17,561 百万円 19 年３月期 16,342 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９月中間期 
18 年９月中間期 

1,339 
1,568 

△ 542 
522 

△  847 
△ 1,206 

 6,547 
7,254 

１９年３月期 1,251 366 △ 1,390 6,598 

 
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３月期 6 25 6 25 12 50 

２０年３月期 6 25 － 

２０年３月期（予想） － 6 25 
12 50 

 
３．２０年３月期の連結業績予想（平成１９年 ３月２１日～平成２０年 ３月２０日） 

（％表示は対前期増減率） 
 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％  円 銭 

通 期  113,000（2.4） 1,500（2.9） 1,600（4.3） 500（ －） 24 64 
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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、17 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」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９月中間期 20,425,218 株  18 年９月中間期 20,425,218 株  19 年３月期 20,425,218 株 

②期末自己株式数 
   19 年９月中間期   129,588 株  18 年９月中間期   127,929 株  19 年３月期   128,711 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、33 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９月中間期の個別業績(平成 19 年 ３月２１日～平成 19 年 ９月２０日) 
(1)個別経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 

 営業収益 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９月中間期 
18 年９月中間期 

54,950（△0.3） 
55,096（△1.2） 

418（△22.9） 
543（ 320.7） 

571（△2.3） 
585（190.3） 

355（－） 
△ 3,256（－） 

19 年３月期 109,123（△1.4） 
 

1,095（ 75.1）   1,247（ 74.6） △ 4,299（－） 
 

 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円 銭 

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

17  41 
△ 159  47 

19 年３月期 △ 210  56 
 

(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９月中間期 
18 年９月中間期 

47,989 
51,066 

16,546 
18,126 

34.5 
35.5 

810  37 
887  67 

19 年３月期 48,229 16,607 34.4 813  35 
(参考)自己資本 19 年９月中間期 16,546 百万円 18 年９月中間期 18,126 百万円 19 年３月期 16,607 百万円 
 
 
２．２０年３月期の個別業績予想（平成１９年 ３月２１日～平成２０年 ３月２０日） 

（％表示は対前期増減率）  
 

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 
当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％  円 銭 

通    期 111,200（ 1.9） 1,200（ 9.5） 1,300（ 4.2） 400（－） 19  59 

(注)上記の予想は、現時点において入手可能な情報に基づいて算出したものであり、実際の業績は、今後様々な要 

因によって上記予想と異なる可能性があります。 なお、上記の予想の前提条件その他の関連する事項について 

は､添付資料の５ページの１．経営成績 （１）経営成績に関する分析 ②通期の見通し を参照してください。 



㈱ヤマナカ（8190）平成20年３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 

当中間期におけるわが国経済は、底堅い設備投資や高水準を維持する輸出に支えられ、企業部門は好調に推移 
しました。また、個人消費は雇用環境の改善から回復傾向にはあるものの、米国のサブプライムローン問題に端 
を発する株安や原油価格の上昇に加え、個人住民税の負担増、年金不安に伴う消費者心理の悪化などから足踏み 
状態にあります。 
一方、当地域の小売業界は、当地域の経済が好調なこともあり、同業各社のみならず他業態からの新規出店が 

続き、人手不足による人件費増なども加わり引き続き厳しい経営環境となりました。 
このような状況の下、当社グループは、地域密着型食品スーパーマーケットとして、お客様から高い支持を得 

ることを目標に、「生鮮力（商品力）の強化」「個店力の強化」「現場第一」の三大基本施策に「人材の育成」を加 
えた中期経営計画を中心に据え、お客様の満足度を高めるための施策を推進してまいりました。 
まず、「生鮮力の強化」では、特に次の４つの鮮度の向上に積極的に取り組むことで、地域一番のスーパーマー 

ケットになることを目指し、取り組んでまいりました。すなわち、 
 

１． 私たちは、安全で価値ある商品の品揃えで「商品の素材の鮮度」にこだわります。 
２． 私たちは、季節感、ボリューム感溢れる商品で「売場の見栄えの鮮度」にこだわります。 
３． 私たちは、快適な買物環境を提供することで「施設の管理の鮮度」にこだわります。 
４． 私たちは、日々新しい気持ちでお客様に接することで「自らの気持ちの鮮度」にこだわります。 

 
具体的には、新鮮な地場野菜コーナーの設置や、商品の鮮度チェックの強化、旬の商品の豊富な陳列、施設の 

管理状況チェックの励行、店内ミーティングの定期的実施などに努めてまいりました。 
  「個店力の強化」では、地域の催事情報に基づき、個店での週間ごとの販売計画の精度を高め、地域性や季節 
感にマッチし、お客様にとって買い易い売り場作りに努めてまいりました。 
 「現場第一」では、現場での問題は、現場に近いところで解決するという方針の基、地域ごとの階層別会議を 
定期的に開催し、課題の共有化を進め、現場での問題解決風土の醸成に努めてまいりました。 
 「人材育成」では、企業リスク管理部、業務システム推進部に人材を投入し、内部統制のシステム構築に向け 
た取り組みを強化すると共に、店舗作業のシステム化と効率化を推し進めてまいりました。 
店舗の状況につきましては、３月に岐南店（岐阜県岐南町）を新規オープンいたしました。 
また、３月に極楽店（名古屋市名東区）を極楽フランテに、４月に白土店（名古屋市緑区）を白土フランテ館 

に、５月にはアルテ西枇杷島（愛知県清須市）を西枇フランテ館に改称するとともに、地域ニーズにあった品揃 
えを強化した店舗に改装いたしました。 
その他、４月に木場店（名古屋市港区）６月にアルテ津新町（三重県津市）の一部を改装するとともに、７月 

には西羽田店（愛知県豊橋市）を増築・改装いたしました。 
 

このような結果、当社の既存店売上は前年比を確保することができましたが、当中間連結会計期間の営業収益

につきましては、昨年対比期間中の営業店舗数が減少した影響などにより、５５５億８４百万円（前年同期比

0.3％減）と若干の減収となりました。また利益面につきましては、営業利益は５億７２百万円（前年同期比22.5％

減）、経常利益は６億８３百万円（前年同期比8.6％減）の減益となりましたが、期初の計画を達成することが出

来ました。中間純利益につきましては４億６百万円を確保することができました。 
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事業部門別の状況については、以下に記載のとおりであります。 

＜小売事業部門及び小売周辺事業部門＞ 
 この部門は、当社グループの中核である食品スーパーマーケット事業の小売事業部門とそれに附帯する小売周辺

事業部門として惣菜デリカ・ファーストフード事業、日配食品の製造事業、フラワー事業、店舗設備のメンテナン

ス事業及び商品配送代行事業等で構成されております。 
 まず、小売事業部門では、“食の安全･安心”をキーワードに、品質、鮮度、おいしさによりこだわった食材の提

供に取り組んでまいりました。また、創業８５周年の感謝の気持ちを込めた記念商品の販売や観劇へのご招待など

販売促進イベントを実施し、集客力の向上と売上高の増加に努めました。 
 小売事業部門のうち生鮮食料品部門では、旬の食材など主力商品を中心に、季節感、安さ感、ボリューム感のあ

る売場作りを展開するとともに、個食化、簡便化等の消費者ニーズに対応した商品の品揃えを強化しました。 
 農産部門では、地産地消の取り組みを強化するとともに、旬の野菜、果物を核として鮮度感、安さ感をアピール

した季節商品の提供に努めました。水産部門では、刺身や生魚の品揃え強化に加え、鮮度アップに取り組むととも

に、焼魚やうなぎの蒲焼など調理品の販売を強化しました。畜産部門では、売場でのメニュー提案やよりどりセー

ルなどの企画販売を積極化し、販売増加を図りました。 
 グローサリー部門では、主要取引先にＰＯＳデータを開示し、販売状況を共有することによって、売場の改善と

在庫の適正化に取り組みました。また、デイリーフーズ部門では、洋風化のニーズに対応し、デザート類やピザな

ど洋風惣菜の品揃えの充実を図りました。 
 リビング部門においては、改装店を中心に住関連商品の品揃えを見直すとともに、「生活雑貨フェア」などの催事

を積極的に展開し、販売促進を図りました。また、衣料品部門では、７月の冷夏による影響があったものの、婦人

洋品やインナーウェアの品揃えを強化し、売上確保に努めました。 
 次に、小売周辺事業部門のうち、惣菜等加工･販売の株式会社健康デリカでは、“おいしさ、できたて”にこだわ

り、季節ごとの旬の素材を使った商品の開発に力を入れるとともに、特に弁当や葉物系サラダ類の品揃えを強化し、

販売増加を図りました。 
 日配品製造のサンデイリー株式会社では、食品の安全確保を図る目的で、７月に豆腐工場においてＨＡＣＣＰの

認証を取得し、より一層安全で安心な商品提供を行う体制を整備しました。また、商品開発にも注力し新製品の「ざ

るラーメン」がヒットしました。 
 乳製品製造の株式会社新乳館では、「ヤマナカ牛乳」など主力商品の販売に注力すると共に、７月には、１００％

果汁グレープを新発売するなどジュース類の拡販を図りました。 
 生花販売を主要業務とする株式会社アイビーでは、母の日ギフトの品揃え拡大、花束・鉢物中心に商品アイテム

の充実を図りました。また、４月にコンセプトショップとして「アイビーフラワーズ」を大きく改装した他、ホー

ムページを開設しネット販売をスタートするなど、業容拡大に向けた新たな取り組みを始めました。 
 店舗設備のメンテナンス事業及び店舗資材の卸を営むヤマナカメンテナンス株式会社では、原油価格の高騰によ

る店舗資材の値上げ要請を受けましたが、仕入れメーカーや仕入れ商品の見直しを継続的に行いその影響を最小限

にとどめるとともに、清掃業務については、作業工程の合理化を推進しコストダウンに努めました。 
 しかしながら、店舗数の減少による販売機会が減ったこともあり、小売事業部門及び小売周辺事業部門の営業収 

益は、５５１億７３百万円（前年同期比0.2％減）となりました。 

 

＜その他の事業部門＞ 
 この部門では、スポーツクラブの運営事業及び店舗等不動産の賃貸管理事業を営んでおります。 
 スポーツクラブを運営しているアスティ･スポーツ株式会社は、健康志向の高まりに加え、シニア向けイベント企

画やヨガ教室を強化いたしました。一方で、女子プロ界の活況もありジュニアゴルフのスクール生も増加いたしま

したが、スポーツクラブの業界も競争が激しくなってまいりました。 

 この結果、その他の事業部門の営業収益は、４億６８百万円（前年同期比3.0％減）となりました。 
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②通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、原油価格の高止まりからくる製品価格の上昇懸念、定率減税の廃止による増税 
への不安感や、株式市場の不安定要因などが払拭されず、引き続き個人消費は低調に推移するものと思われます。 
当社といたしましては、「生鮮力（商品力）の強化」「個店力の強化」「現場第一」「人材の育成」の基本施策を 

一層推し進め、価値ある商品をお値打ちに販売することで、お客様から高く支持される店舗作りに努めてまいり 
ます。 
また、１０月に勝川フランテ（愛知県春日井市）を新規オープンし、１１月には忠節フランテ館（岐阜県岐阜 

市）の新規オープンを計画しております。また、その他数店舗の改装も計画しております。 
なお、来期初の新規出店につきましても、３店舗が進行中であり、今後も積極的に取組んでまいります。 

一方で、一昨年度から開始した全社トータルコストの削減を目指す取り組みも、今後とも継続して全社を挙げ

て計画利益の確保に向けて取り組んでまいります。 
 

＜20年３月期予想＞                             （％表示は、対前期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

連結の通期 

業績予想 

    百万円 

113,000 

（ 2.4 ％） 

百万円 

1,500 

（ 2.9 ％） 

百万円 

1,600 

（ 4.3 ％） 

百万円 

500 

（ － ） 

個別の通期 

業績予想 

    百万円 

111,200 

（ 1.9 ％） 

百万円 

1,200 

（ 9.5 ％） 

百万円 

1,300 

（ 4.2 ％） 

百万円 

400 

（ － ） 

（注）上記の予想は、現時点において入手可能な情報に基づいて算出したものであり、実際の業績は、今後様々な 
要因によって上記予想と異なる可能性があります。 

 

 

(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 

  当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度の固定資産の減損会計の適用及び有価証券の時価評価差額 

金の減少などにより、前中間連結会計期間末に比べ２９億６２百万円減少し、５０３億４２百万円となりました。 

  負債につきましても、年金制度の変更に伴う退職給付引当金の減少と借入金を削減したことにより、前中間連 

結会計期間末に比べ１７億３５百万円減少し、３４０億８百万円となりました。 

  純資産は株式相場の低迷もあり、１２億２６百万円減少し、１６３億３４百万円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの推移 

    （単位：百万円） 

 当中間連結会計期間 前中間連結会計期間 増 減 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,339 1,568 △ 229 

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 542 522 △ 1,064 

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 847 △ 1,206 358 

現金及び預金同等物の増減額 △ 50 884 △ 935 

現金及び預金同等物の中間期末残高 6,547 7,254 △ 707 
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当連結会計期間における各キャッシュ・フローは以下のとおりであります。 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、借入金等を６億７０百万円削減した結果、前中間連結 

会計期間末に比べ７億７百万円減少し６５億４７百万円となりました。 

 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前中間純利益６億４６百万円に減価償却費５億５５百 

万円、仕入債務の増加５億８７百万円等があり、１３億３９百万円（前年同期比２億２９百万円の減少）の収入 

となりました。 

 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、岐南店の開設、西羽田店の増築の他、白土フランテ館、西枇フラ 

ンテ館等の大型改装による店舗収益力回復のための投資を進めた結果、５億４２百万円（前年同期比１０億６４ 

百万円の増加）の支出となりました。 

 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、１６億円の無担保社債の発行による資金調達したしましたが、そ 

の他の有利子負債の圧縮にも努めた結果、８億４７百万円（前年同期比３億５８百万円の減少）の支出となりま 

した。 

 

 

(３)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

    

配当につきましては、収益力の向上に努め株主の皆さまへの継続的･安定的な利益還元に努めることを基本方針 

としております。この基本方針に基づき、当期の配当につきましては、中間配当として１株につき６円２５銭を 

実施し、期末配当予定の６円２５銭を合わせて、年間１２円５０銭を予定しております。内部留保につきまして 

は、キャッシュ・フローの状況を考慮しながら、ますます激化する当地域での食品スーパーマーケット業界の競 

争に備えた店舗の新設･改装等の店舗設備投資を始め、物流投資や人材育成のための教育投資、グループの内部統 

制のシステム構築への投資など企業体質強化と企業価値向上のために有効に活用させていただきます。 

 

 

(４)事業等のリスク 
 
＜景気動向の影響によるリスク＞ 

当社グループが営む小売業は景気や個人消費の動向など国内の経済状態の影響をうけます。そのため、雇用環 
境の変化、異常気象の発生などによる消費動向の変動は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

＜競争激化によるリスク＞ 
当社グループがドミナントエリアとしている東海地区は、大型のショッピングセンターの進出に加え、業種・ 

業態を超えた市場への参入により引続きオーバーストアの状況にあります。  
このような状況下、当社としては競合他社との差別化を図っていく所存ですが、こうした競合は当社グループ 

の業績に影響を与える可能性があります。 
＜食品の安全性のリスク＞ 

消費者の食の安全に対する関心は年々高まっており、当社グループにおいても食品の衛生管理、品質管理には

万全の体制を敷いて、安全で衛生的な店づくりを心がけております。しかしながら、予期せぬ事件・事故の発生

により社会的信用力が低下した場合や、BSE・鳥インフルエンザのように、当社の取組を超え突然商品の供給が

止まるといった事態が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
＜自然災害・事故によるリスク＞ 

当社グループのドミナントエリアとしている東海地区は、東海地震に係わる地震防災対策強化地域に含まれて 
おります。地震・台風等の大規模自然災害や、予期せぬ事故や犯罪等による火災・システム障害が発生した場合 
に備え、社内体制を整備し緊急時の対応に備えていますが、従業員の罹災による人的資源の喪失や建物等固定資 
産ならびに商品等への影響から、営業活動を一時中断せざるを得ないような場合、当社グループの業績に影響を 
与える可能性があります。 
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＜法的規制によるリスク＞ 
当社グループの事業活動は、まちづくり三法や独占禁止法のほか、食品の安全管理、環境・リサイクル等に関 

わる各種の法令・規則等の適用を受けております。当社グループとして法令遵守を徹底していますが、万一法令 
に違反する事由が生じた場合は、当社グループの事業活動が制限される可能性があり、当社グループの業績に影 
響を与える可能性があります。 

＜減損会計の導入によるリスク＞ 
当社グループは減損会計適用の対象となる事業資産を所有しております。競合の発生や周辺環境の変化により、 

保有する資産の時価が著しく下落した場合、もしくは店舗の営業損益に悪化が見られ短期間に回復が見られない 
場合は、減損損失が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

＜個人情報保護のリスク＞ 
当社グループは、ポイントカードやクレジットカードの取り扱いを通して、お客様の多様な個人情報を保有し 

ております。個人情報の取り扱いについては、社内規程の整備や従業員への教育など、情報管理の徹底を行って 
おりますが、万一、システムのトラブルや犯罪行為により個人情報が流出した場合や不正使用等の事態が発生し 
た場合は、社会的信用や企業イメージが低下し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 
 

２.企業集団の状況 

 

最近の有価証券報告書（平成19年６月20日提出）における「事業系統図（事業の内容）」および「関係会社の状 

況」から重要な変更がないため、開示を省略しております。 

 

 

３.経 営 方 針 

 

(１)会社の経営の基本方針 

 

当社グループは、豊かで安全な食生活の実現を目指し、地域社会に貢献することを使命としております。競争激

化の中、食品を核とした事業に経営資源を集中させ、「お客様の支持を高めることが生きがいであり、唯一の成長の

道である」との経営理念に基づき「地域ひとりひとりのお客様の声を大切にした店づくり」を目指し、地域に密着

した便利で買い易い食品スーパーマーケットの確立に積極的に取組んでまいります。 
 

(２)中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

 

当食品スーパーマーケット業界では、同業のみならず、大型ショッピングセンター、ディスカウント・ストア、

コンビニエンス･ストア、ドラッグ・ストアなど業態を超えた激戦が展開されており、東海地域においてはその競争

はますます激しさを増しております。このような環境の中で当社は将来を見据え、新たな飛躍のための強固な企業

体質を作るため、「生鮮力（商品力）の強化」「個店力強化」「現場第一」「人材の育成」の基本施策を中期経営計画

の柱と位置づけ目標実現に取組んでおります。 

引き続き、地域一番のスーパーマーケットになることを目指して、本物志向やこだわり志向を高めつつ、常にお

客様にとって安心してご利用していただける店づくりを推し進めてまいります。 

店舗につきましては、フランテ館を中心とした、ライフスタイル対応型店舗への転換を進めてまいります。その

ために必要なスクラップ・アンド・ビルドや店舗の改装にも積極的に取り組んでまいります。 
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そして、それぞれの店がその地域において、お客様からの支持率ナンバーワン、「食品ならヤマナカ」と言ってい

ただけるような店になると同時に、地域社会の一員として、コンプライアンスを重視し環境にも配慮した企業を目

指してまいります。 

小売業界における企業再編が活発化しているなか、まちづくり三法等による出店規制にも対処しながら、Ｍ＆Ａ

（合併、買収）等にも対応し、お客様から信頼され、支持される企業としてさらなる成長戦略を推進してまいりま

す。 
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４ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【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９月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金 ※１  7,271,541   6,666,683   6,716,336  

２ 売掛金   297,094   556,867   327,264  

３ 有価証券   5,000   －   －  

４ たな卸資産   2,474,955   2,521,287   2,519,183  

５ 繰延税金資産   336,938   271,493   263,175  

６ その他   1,729,392   1,825,084   1,817,187  

  貸倒引当金   －   △1,624   △27,260  

流動資産合計   12,114,922 22.7  11,839,791 23.5  11,615,886 23.0 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 建物及び構築物 ※１ 29,628,490   29,055,124   28,839,428   

  減価償却累計額  17,643,092 11,985,397  17,916,729 11,138,395  17,593,121 11,246,307  

(2) 機械装置 
  及び運搬具 

 3,335,578   3,150,962   3,120,869   

  減価償却累計額  2,722,206 613,372  2,572,743 578,219  2,588,421 532,447  

(3) 器具備品  4,769,085   4,489,530   4,410,053   

  減価償却累計額  3,883,937 885,147  3,799,880 689,649  3,721,030 689,023  

(4) 土地 ※１  10,832,258   10,486,274   10,486,274  

(5) 建設仮勘定   －   377,128   2,930  

有形固定資産合計   24,316,177 45.6  23,269,667 46.2  22,956,983 45.4 

２ 無形固定資産           

(1) 借地権   948,269   881,668   881,194  

(2) その他   41,576   41,218   41,852  

無形固定資産合計   989,845 1.9  922,886 1.9  923,046 1.8 

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※１  4,168,273   3,070,478   3,644,883  

(2) 差入保証金 ※１  10,679,536   10,226,636   10,539,673  

(3) 繰延税金資産   16,218   20,096   20,594  

(4) その他   1,027,432   1,102,062   1,038,708  

  貸倒引当金   △37,700   △178,301   △155,446  

投資その他の資産 
合計 

  15,853,760 29.7  14,240,972 28.3  15,088,413 29.8 

固定資産合計   41,159,783 77.2  38,433,525 76.4  38,968,443 77.0 

Ⅲ 繰延資産           

１ 社債発行費   30,362   69,061   22,180  

繰延資産合計   30,362 0.1  69,061 0.1  22,180 0.0 

資産合計   53,305,069 100.0  50,342,378 100.0  50,606,510 100.0 

           



 

㈱ヤマナカ（8190）平成20年３月期中間決算短信 

- 10 - 

 
 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金 ※１  6,978,566   6,991,756   6,403,802  

２ 短期借入金 ※１  4,675,000   4,845,000   5,325,000  

３ 一年内償還予定社債   1,372,000   722,000   1,372,000  

４ 一年内返済予定 
  長期借入金 

※１  4,061,200   3,469,500   2,366,000  

５ 未払費用   1,279,602   1,315,079   1,210,020  

６ 未払法人税等   604,919   299,619   319,043  

７ 未払消費税等   169,816   129,214   190,441  

８ 賞与引当金   394,204   440,789   409,024  

９ ポイント引当金   －   19,344   18,339  

10 その他   1,360,633   1,273,470   1,295,260  

流動負債合計   20,895,942 39.2  19,505,775 38.7  18,908,931 37.4 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   4,206,000   5,084,000   4,170,000  

２ 長期借入金 ※１  7,244,400   6,699,100   8,256,600  

３ 繰延税金負債   804,921   597,530   804,238  

４ 退職給付引当金   935,609   347,883   340,042  

５ 預り保証金   1,630,116   1,507,787   1,504,053  

６ 役員退職慰労 
  引当金  

  －   242,862   254,062  

７ その他   26,887   23,117   25,664  

固定負債合計   14,847,935 27.9  14,502,280 28.8  15,354,661 30.3 

負債合計   35,743,877 67.1  34,008,056 67.5  34,263,593 67.7 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   4,220,618   4,220,618   4,220,618  

２ 資本剰余金   5,766,230   5,766,230   5,766,230  

３ 利益剰余金   7,115,727   6,330,668   6,038,473  

４ 自己株式 ※１  △1,061,397   △868,442   △856,014  

株主資本合計   16,041,178 30.1  15,449,074 30.7  15,169,307 30.0 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券 

評価差額金 
  1,520,013   885,248   1,173,609  

評価・換算差額等合計   1,520,013 2.8  885,248 1.8  1,173,609 2.3 

純資産合計   17,561,192 32.9  16,334,322 32.5  16,342,917 32.3 

負債純資産合計   53,305,069 100.0  50,342,378 100.0  50,606,510 100.0 
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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21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20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21日 
至 平成19年３月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   53,293,466 100.0  53,087,014 100.0  105,481,977 100.0 

Ⅱ 売上原価   39,970,035 75.0  39,798,062 75.0  78,889,669 74.8 

売上総利益   13,323,430 25.0  13,288,952 25.0  26,592,308 25.2 

Ⅲ 営業収入   2,442,915 4.6  2,497,971 4.7  4,849,078 4.6 

営業総利益   15,766,345 29.6  15,786,923 29.7  31,441,387 29.8 

Ⅳ 販売費及び一般管理費           

１ 広告宣伝費  811,080   814,435   1,678,917   

２ 物流費  －   1,504,174   2,961,981   

３ 給料・賞与  6,022,661   6,180,269   12,311,464   

４ 賞与引当金繰入額  331,556   375,700   346,817   

５ 退職給付費用  164,612   164,367   333,515   

６ 福利厚生費  713,033   718,950   1,460,575   

７ 地代家賃  1,868,673   1,861,645   3,705,272   

８ 減価償却費  586,249   509,340   1,200,519   

９ その他  4,530,273 15,028,140 28.2 3,085,919 15,214,803 28.6 5,984,628 29,983,692 28.4 

営業利益   738,205 1.4  572,120 1.1  1,457,694 1.4 

Ⅴ 営業外収益           

１ 受取利息  8,225   12,881   17,396   

２ 受取配当金  24,542   23,316   36,862   

３ 持分法による 
  投資利益 

 7,858   6,643   8,811   

４ オンライン手数料  69,253   169,437   206,613   

５ その他  59,498 169,378 0.3 72,030 284,309 0.5 113,492 383,175 0.4 

Ⅵ 営業外費用           

１ 支払利息  123,573   137,655   246,719   

２ 社債発行費用償却  9,736   11,894   17,918   

３ その他  26,529 159,839 0.3 23,457 173,006 0.3 42,363 307,001 0.3 

経常利益   747,744 1.4  683,423 1.3  1,533,868 1.5 

Ⅶ 特別利益           

１ 固定資産売却益 ※１ 10,334     －   443,407   

２ 投資有価証券売却益  693,606   13,400   693,606   

３ 貸倒引当金戻入益  － 703,941 1.3 3,209 16,609 0.0 － 1,137,014 1.1 

Ⅷ 特別損失           

１ 固定資産除却損 ※２ 36,126   28,714   126,874   

２ 店舗閉鎖損失 ※３ 61,092   －   153,914   

３ 減損損失 ※４ 4,458,900   －   5,441,262   

４ 役員退職金  32,500   24,400   32,500   

５ その他  6,186 4,594,805 8.6 342 53,457 0.1 544,799 6,299,351 6.0 

税金等調整前中間純利 
益又は税金等調整前中 
間(当期)純損失(△) 

  △3,143,119 △5.9  646,575 1.2  △3,628,469 △3.4 

法人税、住民税 
及び事業税 

 561,402   269,119   531,390   

法人税等調整額  △401,281 160,120 0.3 △20,840 248,279 0.4 △99,905 431,484 0.4 

少数株主利益又は 
少数株主損失(△) 

  △111,390 △0.2  △8,170 △0.0  94,863 0.1 

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

  △3,191,849 △6.0  406,467 0.8  △4,154,817 △3.9 
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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21日 至 平成18年9月20日） 

株主資本 
項目 

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3月20日残高（千円） 4,220,618 5,766,230 10,421,861 △894,191 19,514,518 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当 － － △114,280 － △114,280 

 中間純損失 － － △3,191,849 － △3,191,849 

  自己株式の取得 － － － △1,085 △1,085 

 自己株式の処分 － － △3 115 111 

 自己株式のその他の 

変動額(注) 
－ － － △166,236 △166,236 

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） 
－ － △3,306,133 △167,206 △3,473,339 

平成18年9月20日残高（千円） 4,220,618 5,766,230 7,115,727 △1,061,397 16,041,178 

 

評価・換算差額等 

項目 その他有価証

券評価差額金 

評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

平成18年3月20日残高（千円） 2,286,520 2,286,520 21,801,038 

中間連結会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 － － △114,280 

 中間純損失 － － △3,191,849 

  自己株式の取得 － － △1,085 

 自己株式の処分 － － 111 

 自己株式のその他の 

変動額(注) 
－ － △166,236 

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） 
△766,506 △766,506 △766,506 

中間連結会計期間中の変動額 

合計（千円） 
△766,506 △766,506 △4,239,846 

平成18年9月20日残高（千円） 1,520,013 1,520,013 17,561,192 

（注）子会社所有の親会社株式のうち、少数株主持分相当額を少数株主持分から控除し、控除しきれない金額及び親会社持分 

相当額を自己株式に含めているため、少数株主持分の変動額及び子会社における親会社株式の評価額の変動額の合計で 

あります。 
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 当中間連結会計期間（自 平成1９年3月21日 至 平成1９年9月20日） 
株主資本 

項目 
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3月20日残高（千円） 4,220,618 5,766,230 6,038,473 △856,014 15,169,307 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当 － － △114,270 － △114,270 

 中間純利益 － － 406,467 － 406,467 

  自己株式の取得 － － － △1,078 △1,078 

 自己株式の処分 － － △1 60 59 

 自己株式のその他の 

変動額(注) 
－ － － △11,410 △11,410 

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） 
－ － 292,194 △12,428 279,766 

平成19年9月20日残高（千円） 4,220,618 5,766,230 6,330,668 △868,442 15,449,074 

 

評価・換算差額等 

項目 その他有価証

券評価差額金 

評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

平成19年3月20日残高（千円） 1,173,609 1,173,609 16,342,917 

中間連結会計期間中の変動額    

 剰余金の配当 － － △114,270 

 中間純利益 － － 406,467 

  自己株式の取得 － － △1,078 

 自己株式の処分 － － 59 

 自己株式のその他の 

変動額(注) 
－ － △11,410 

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） 
△288,361 △288,361 △288,361 

中間連結会計期間中の変動額 

合計（千円） 
△288,361 △288,361 △8,594 

平成19年9月20日残高（千円） 885,248 885,248 16,334,322 

（注）子会社所有の親会社株式のうち、少数株主持分相当額を少数株主持分から控除し、控除しきれない金額及び親会社持分 

相当額を自己株式に含めているため、少数株主持分の変動額及び子会社における親会社株式の評価額の変動額の合計で 

あります。 
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 前連結会計年度（自 平成1８年3月21日 至 平成1９年３月20日） 
株主資本 

項目 
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3月20日残高（千円） 4,220,618 5,766,230 10,421,861 △894,191 19,514,518 

連結会計年度中の変動額      

 剰余金の配当 － － △228,556 － △228,556 

 当期純損失 － － △4,154,817 － △4,154,817 

  自己株式の取得 － － － △2,213 △2,213 

 自己株式の処分 － － △14 373 359 

 自己株式のその他の 

変動額(注) 
－ － － 40,016 40,016 

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） 
－ － △4,383,387 38,176 △4,345,211 

平成19年3月20日残高（千円） 4,220,618 5,766,230 6,038,473 △856,014 15,169,307 

 

評価・換算差額等 

項目 その他有価証

券評価差額金 

評価・換算差

額等合計 

純資産合計 

平成18年3月20日残高（千円） 2,286,520 2,286,520 21,801,038 

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当 － － △228,556 

 当期純損失 － － △4,154,817 

  自己株式の取得 － － △2,213 

 自己株式の処分 － － 359 

 自己株式のその他の 

変動額(注) 
－ － 40,016 

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（純額） 
△1,112,910 △1,112,910 △1,112,910 

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
△1,112,910 △1,112,910 △5,458,121 

平成19年3月20日残高（千円） 1,173,609 1,173,609 16,342,917 
（注）子会社所有の親会社株式のうち、少数株主持分相当額を少数株主持分から控除し、控除しきれない金額及び親会社持分 

相当額を自己株式に含めているため、少数株主持分の変動額及び子会社における親会社株式の評価額の変動額の合計で 

あります。 

 



 

㈱ヤマナカ（8190）平成20年３月期中間決算短信 

- 15 - 

 
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21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

    

税金等調整前中間純利益 
及び中間（当期）純損失(△) 

 △3,143,119 646,575 △3,628,469 

減価償却費  631,076 550,071 1,288,661 

貸倒引当金の増加・減少額 
(△は減少額) 

 7,442 △2,781 152,449 

賞与引当金の増加額  19,567 31,765 34,387 

退職給付引当金の増加・減少額 
(△は減少額) 

 △9,825 7,840 △605,392 

役員退職慰労引当金の増加・ 
減少額(△は減少額) 

 － △11,200 254,062 

受取利息及び受取配当金  △32,767 △36,197 △54,258 

支払利息  123,573 137,655 246,719 

持分法による投資利益  △7,858 △6,643 △8,811 

固定資産売却益  △10,334 － △443,407 

固定資産除却損  36,126 28,714 126,874 

店舗閉鎖損失  61,092 － 153,914 

減損損失  4,458,900 － 5,441,262 

投資有価証券売却益  △693,606 △13,400 △693,606 

売上債権の増加額  △40,697 △229,603 △70,867 

たな卸資産の増加・減少額 
(△は減少額) 

 99,555 △2,103 55,326 

その他資産、負債の増加・ 
減少額(△は増加額) 

 146,057 12,830 △13,368 

仕入債務の増加額・減少額 
(△は減少額) 

 307,654 587,954 △267,108 

その他  29,459 18,656 42,329 

小計  1,982,296 1,720,135 2,010,699 

利息及び配当金の受取額  24,659 28,199 38,066 

利息の支払額  △122,867 △119,407 △230,479 

法人税等の支払額  △315,437 △289,607 △566,556 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,568,651 1,339,320 1,251,730 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

    

定期預金の預入による支出  △1,200 △1,201 △102,400 

有形固定資産の取得による 
支出 

 △392,802 △883,274 △782,672 

有形固定資産の売却による 
収入 

 20,028 1,500 489,797 

無形固定資産の取得による 
支出 

 △8,597 △4,680 △14,581 

投資有価証券の取得による 
支出 

 △2,807 － △86,991 

投資有価証券の売却による 
収入 

 749,911 113,400 749,911 

差入保証金の支払額  △35,179 △48,188 △191,928 

差入保証金の返還による収入  339,902 283,224 613,392 

預り保証金の受入による収入  30,640 24,023 38,656 

預り保証金の償還による支出  △40,358 △13,956 △172,974 

その他  △137,464 △13,399 △173,891 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 522,074 △542,552 366,316 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

    

短期借入金の純減少額  △1,000,000 △480,000 △350,000 

長期借入れによる収入  － 680,000 2,350,000 

長期借入金の返済による支出  △633,000 △1,134,000 △3,666,000 

社債の発行による収入  600,000 1,600,000 600,000 

社債発行手数料の支払  △19,049 △58,775 △19,049 

社債の償還による支出  △36,000 △1,336,000 △72,000 

自己株式の取得による支出  △1,085 △1,078 △2,213 

自己株式の売却による収入  111 59 359 

配当金の支払額  △114,188 △114,587 △228,033 

少数株主への配当金の支払額  △3,240 △3,240 △3,240 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,206,450 △847,621 △1,390,177 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・ 
減少額(△は減少額) 

 884,274 △50,854 227,869 

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 6,370,324 6,598,193 6,370,324 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 7,254,599 6,547,339 6,598,193 
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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21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

１ 連結の範囲に関する

事項 

(1) 連結子会社の数 6社 

  ㈱健康デリカ、㈱アイビ

ー、ヤマナカメンテナン

ス㈱、アスティ・スポー

ツ㈱、サンデイリー㈱、

㈱新乳館 

 

(1) 連結子会社の数 6社 

  ㈱健康デリカ、㈱アイビ

ー、ヤマナカメンテナン

ス㈱、アスティ・スポー

ツ㈱、サンデイリー㈱、

㈱新乳館 

 

(1) 連結子会社の数 6社 

   ㈱健康デリカ、㈱アイビ

ー、ヤマナカメンテナン

ス㈱、アスティ・スポー

ツ㈱、サンデイリー㈱、

㈱新乳館 

 

 (2) 非連結子会社の数 2社 

  ㈱ビッグヴァン、ヤマナカ

商事㈱ 

  連結の範囲から除いた理

由 

  いずれも小規模会社であ

り、合計の総資産、売上

高、中間純損益及び利益

剰余金(持分に見合う額)

等は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を

及ぼさないため、連結の

範囲から除いておりま

す。  

(2) 非連結子会社の数 4社 

  ㈱ビッグヴァン、ヤマナカ

商事㈱、㈱安祥、醍醐食

品㈱ 

  連結の範囲から除いた理

由 

同左 

(2) 非連結子会社の数 2社 

  ㈱ビッグヴァン、ヤマナカ

商事㈱ 

  連結の範囲から除いた理

由 

いずれも小規模会社であ

り、合計の総資産、売上

高、当期純損益及び利益

剰余金(持分に見合う額)

等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼ

さないため、連結の範囲

から除いております。 

２ 持分法の適用に関す

る事項 

(1) 持分法適用関連会社の数 

1社 

  新安城商業開発㈱ 

(1) 持分法適用関連会社の数 

1社 

  新安城商業開発㈱ 

(1) 持分法適用関連会社の数 

1社 

  新安城商業開発㈱ 

 (2) 持分法を適用しない関連

会社 1社 

  アスティ開発㈱ 

  持分法を適用しない理由 

  小規模会社であり、中間純

損益及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いず

れも中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼさない

ため持分法の適用から除

いております。  

(2) 持分法を適用しない関連

会社 1社 

  アスティ開発㈱ 

  持分法を適用しない理由 

同左 

(2) 持分法を適用しない関連

会社 1社 

  アスティ開発㈱ 

  持分法を適用しない理由 

小規模会社であり、当期

純損益及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は、

いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼさない

ため持分法の適用から除

いております。 
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月21日 

 至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月21日 

 至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年３月21日 

 至 平成19年３月20日) 

 (3) 持分法を適用しない非連

結子会社 2社 

  ㈱ビッグヴァン、ヤマナカ

商事㈱ 

  持分法を適用しない理由 

  中間連結純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないた

め、持分法の適用から除

いております。  

(3) 持分法を適用しない非連

結子会社 4社 

  ㈱ビッグヴァン、ヤマナカ

商事㈱、㈱安祥、醍醐食

品㈱ 

  持分法を適用しない理由 

同左 

(3) 持分法を適用しない非連

結子会社 2社 

  ㈱ビッグヴァン、ヤマナカ

商事㈱ 

  持分法を適用しない理由 

当期連結純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないた

め、持分法の適用から除

いております。 

３ 連結子会社の中間

(期末)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、中間連結決算日と同

一であります。 

同左 すべての連結子会社の決算期

の末日は、連結決算日と同一で

あります。 

４ 会計処理基準に関す

る事項 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

有価証券 

 その他有価証券 

 イ 時価のある有価証券 

   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) 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

有価証券 

その他有価証券 

 イ 時価のある有価証券 

      同左 

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

有価証券 

 その他有価証券 

 イ 時価のある有価証券 

   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) 

  ロ 時価のない有価証券 

   移動平均法による原価

法 

 ロ 時価のない有価証券 

同左 

 ロ 時価のない有価証券 

      同左 

 たな卸資産 

 ① 商品 

   売価還元法による原価

法 

    ただし、サンデイリー

㈱及び㈱新乳館は、最

終仕入原価法による原

価法 

 ② 原材料 

   最終仕入原価法による

原価法 

 ③ 貯蔵品 

   最終仕入原価法による

原価法 

たな卸資産 

① 商品 

同左 

 

 

 

 

 

 ② 原材料 

同左 

 

 ③ 貯蔵品 

同左 

たな卸資産 

① 商品 

同左 

 

 

 

 

 

 ② 原材料 

同左 

 

 ③ 貯蔵品 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月21日 

 至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月21日 

 至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年３月21日 

 至 平成19年３月20日) 

 (2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   建物(サンデイリー㈱の

工場建物設備及び建物

附属設備を除く)は、定

額法 

   それ以外は、定率法 

   主な耐用年数 

   建物及び構築物 

７年～39年 

   器具備品３年～15年 

   なお、取得価額が10万円

以上20万円未満の少額

減価償却資産について

は、３年均等償却 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、

当中間連結会計期間よ

り、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定

資産について、改正後の

法人税法に基づく減価

償却の方法に変更して

おります。この変更に伴

う損益に与える影響は

軽微であります。 

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

  ② 無形固定資産 

   定額法 

   なお、ソフトウェア(自

社利用)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 

 ② 無形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損

失に備えるために、一

般債権については、貸

倒実績率による計算額

を、貸倒懸念債権等特

定の債権については、

個別に回収可能性を検

討し回収不能見込額を

計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

    従業員の賞与の支払に

充てるために、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。 

 ② 賞与引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

従業員の賞与の支払に

充てるために、支給見

込額に基づき当連結会

計期間負担額を計上し

ております。 
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月21日 

 至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月21日 

 至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年３月21日 

 至 平成19年３月20日) 

      ――― 

  

 ③ ポイント引当金 

ヤマナカ・フランテ現

金ポイントカード会員

に付与したポイントの

使用に備えるため、当

中間連結会計年度末に

おいて将来使用される

と見込まれる額を計上

しております。 

(追加情報) 

従来ポイント制度に係

る費用は、ポイント利

用時に費用処理してお

りましたが、前連結会

計年度下期にポイント

の残高を引当金として

計上する方法に変更い

たしました。 

 ③ ポイント引当金 

ヤマナカ・フランテ現

金ポイントカード会員

に付与したポイントの

使用に備えるため、当

連結会計年度末におい

て将来使用されると見

込まれる額を計上して

おります。 

(追加情報) 

従来ポイント制度に係

る費用は、ポイント利

用時に費用処理してお

りましたが、ポイント

利用残高を会員別に管

理するシステムが整備

されたこと、及び対象

店舗が追加され金額的

に重要性が高まること

が予想されることか

ら、当連結会計年度か

ら、当連結会計年度末

ポイント残高を引当金

として計上することと

いたしました。 

この結果、従来の方法

によった場合と比較し

て営業利益、経常利益

は18,339千円少なく、

税金等調整前当期純損

失は、18,339千円多く

計上されております。 

なお、過年度相当分は

ありません。 
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月21日 

 至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月21日 

 至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年３月21日 

 至 平成19年３月20日) 

 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中

間連結会計期間末に発

生していると認められ

る額を計上しておりま

す。なお、数理計算上

の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤

務年数(15年)による定

額法により、翌連結会

計年度から費用処理す

ることとしておりま

す。 

 ④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中

間連結会計期間末に発

生していると認められ

る額を計上しておりま

す。なお、数理計算上

の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤

務年数(12年)による定

額法により、翌連結会

計年度から費用処理す

ることとしておりま

す。 

(追加情報) 

当社は、平成19年３月

15日付で適格退職年金

制度を廃止し、確定拠

出年金制度及び確定給

付年金制度を新たに導

入いたしました。 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当連

結会計期間末に発生し

ていると認められる額

を計上しております。

なお、数理計算上の差

異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務年

数(15年)による定額法

により、翌連結会計年

度から費用処理するこ

ととしております。 

 

(追加情報) 

当社は、平成19年３月

15日付で適格退職年金

制度を廃止し、確定拠

出年金制度及び確定給

付年金制度を新たに導

入いたしました。 

退職年金制度の変更に

伴う損失として特別損

失139,061千円を計上

しております。 

 

 ――― 

  

⑤ 役員退職慰労引当金 

当社は役員退職慰労金

の支給に備えるため、

内規に基づく中間連結

会計期間末要支給額を

計上しております。 

(追加情報) 

従来、当社の役員退職

慰労金は支出時の費用

として処理しておりま

したが、前連結会計年

度下期において、支給

見込額を役員退職慰労

引当金として計上する

方法に変更いたしまし

た。この結果前中間連

結会計期間における会

計処理は、従来の方法

によっており、前中間

連結会計期間は変更後

の方法によった場合に

比べ、営業利益、経常

利益は5,575千円多く、

税金等調整前当期純損

失は、249,687千円少な

く計上されておりま

す。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

当社は役員退職慰労金

の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支

給額を計上しておりま

す。 
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月21日 

 至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月21日 

 至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年３月21日 

 至 平成19年３月20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。 

(4) 重要なリース取引の処理

方法 

同左 

(4) 重要なリース取引の処理

方法 

同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

 ① 重要なヘッジ会計の方

法 

   金利スワップについて

は、特例処理によって

おります。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

 ① 重要なヘッジ会計の方

法 

同左 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

 ① 重要なヘッジ会計の方

法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

   ヘッジ手段 

     金利スワップ 

   ヘッジ対象 

     借入金利息 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

   借入金の金利変動リス

クを回避する目的で金

利スワップ取引を行っ

ており、ヘッジ対象の

識別は個別契約ごとに

行っております。 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性の評価

方法 

   金利スワップの特例処

理の要件を満たしてお

りますので、中間決算

日における有効性の評

価を省略しておりま

す。 

 ④ ヘッジの有効性の評価

方法 

同左 

 ④ ヘッジの有効性の評価

方法 

   金利スワップの特例処

理の要件を満たしてお

りますので、決算日に

おける有効性の評価を

省略しております。 

 (6) その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

    消費税等の会計処理方法 

   税抜方式を採用してお 

ります。 

(6) その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項 

    消費税等の会計処理方法 

同左 

(6) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

    消費税等の会計処理方法 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書(連

結キャッシュ・フロ

ー計算書)における

資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲に含

めた現金及び現金同等物は、手

許現金及び要求払預金のほか、

取得日より３ヶ月以内に満期

日が到来する定期預金からな

っております。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲に含めた

現金及び現金同等物は、手許現

金及び要求払預金のほか、取得

日より３ヶ月以内に満期日が

到来する定期預金からなって

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21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
当中間連結会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産の減損
に係る会計基準の設定に関する意見書」
（企業会計審議会 平成14年８月９日））
及び「固定資産の減損に係る会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 
平成15年10月31日）を適用しております。 
 これにより減損損失を4,458,900千円
計上しておりますが、減損損失を計上し
た資産の一部を当中間連結会計期間末ま
でに除却しており、この影響を考慮する
と従来と比較して、営業利益及び経常利
益は、128,375千円増加し、税金等調整前
中間純損失が4,237,610千円増加してお
ります 
 なお、減損損失累計額については、改
正後の中間連結財務諸表規則に基づき当
該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から「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 平成17年12月9
日 企業会計基準第5号）及び「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計基準
等の適用指針」（企業会計基準委員会 
平成17年12月9日 企業会計基準適用指
針第8号）を適用しております。 
 従来の「資本の部」の合計に相当する
金額は17,561,192千円であります。 
 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
連結財務諸表は、改正後の中間連結財務
諸表規則により作成しております。 

 
――― 

 
 
 
 
 
 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
当連結会計年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減損に係
る会計基準の設定に関する意見書」（企
業会計審議会 平成14年８月９日））及び
「固定資産の減損に係る会計基準の適用
指針」（企業会計基準適用指針第6号 平
成15年10月31日）を適用しております。 
 これにより営業利益及び経常利益は、
250,086千円増加し、税金等調整前当期純
損失が5,029,475千円増加しております 
 なお、減損損失累計額については、改
正後の連結財務諸表規則に基づき当該各
資産の金額から直接控除しております。 
 
（役員賞与引当金に関する会計基準） 
当連結会計年度より、「役員賞与に関す
る会計基準」（企業会計基準委員会 企
業会計基準第４号）を適用しております
が、損益に与える影響はありません。 
 
（役員退職慰労引当金） 
役員退職慰労金は、従来支出時に費用

として処理いたしておりましたが、『「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」の改正
について』（監査・保証実務委員会報告第
４２号）の公表及び「役員賞与に関する
会計基準」（企業会計基準委員会 企業
会計基準第４号）の適用により役員賞与
が費用処理されることになったことを契
機として、内規に基づく連結会計年度末
要支給額を役員退職慰労引当金として計
上することといたしました。 
この変更により、連結会計年度の発生

額9,950千円は販売費及び一般管理費に、
過年度相当額244,112千円は特別損失に
計上しており、この結果、従来の方法に
よった場合と比較して、営業利益、経常
利益は 9,950千円少なく、税金等調整前
当期純損失は、254,062千円多く計上され
ております。 
なお、当該会計処理の変更を当下期よ

り行うのは、上記の『「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」の改正について』は平
成19年４月13日に公表され、平成19年４
月１日以降開始する連結会計年度から適
用されますが、同日以前に開始する連結
会計年度から適用することができるとさ
れていることによります。従って、当連
結会計年度の中間連結財務諸表における
会計処理は、従来の方法によっており、
当中間連結会計期間は変更後の方法によ
った場合に比べ、営業利益、経常利益は 
5,575千円多く、税金等調整前当期純損失
は、249,687千円少なく計上されておりま
す。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

  （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 
当連結会計年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企
業会計基準委員会 平成17年12月９日 
企業会計基準第５号）及び「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基準等
の適用指針」（企業会計基準委員会 平
成17年12月９日 企業会計基準適用指針
第８号）を適用しております。 
従来の「資本の部」の合計に相当する

金額は16,342,917千円であります。 
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財務諸表
は、改正後の連結財務諸表規則により作
成しております。 

 
 
 

表示方法の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

(中間連結損益計算書) 
 前中間連結会計期間において、営業外収益の「受取利息・受取
配当金」として表示しておりました「受取配当金」（前中間連結
会計期間20,631千円）について営業外収益の金額の100分の10超
となったため、当中間連結会計期間より区分掲記しております。 

（中間連結損益計算書） 
販売費及び一般管理費の「物流費」は前中間連結会計期間

は「その他」に含めて表示しておりましたが金額的重要性が
増したため、区分掲記しております。なお、前連結会計期間
の販売費及び一般管理費の「その他」に含めておりました「物
流費」は1,496,990千円であります。 
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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９月20日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月20日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月20日) 

※１ 担保に供している資産及び自己株

式は次のとおりであります。 

定期預金 1,044千円

建物及び構築物 741,267千円

土地 3,650,414千円

投資有価証券 13,519千円

自己株式 (注) 2,234,124千円

計 6,640,369千円
 

※１ 担保に供している資産及び自己株

式は次のとおりであります。 

定期預金 1,045千円

建物及び構築物 715,357千円

土地 3,650,414千円

投資有価証券 8,519千円

差入保証金 14,033千円

自己株式 (注) 2,234,124千円

計 6,623,494千円
 

※１ 担保に供している資産及び自己株

式は次のとおりであります。 

定期預金 1,044千円

建物及び構築物 728,344千円

土地 3,650,414千円

投資有価証券 8,519千円

差入保証金 14,033千円

自己株式 (注) 2,234,124千円

計 6,636,480千円
 

（注) 

担保に供しているのは、子会社所有の親

会社株式であります。貸借対照表上、少

数株主持分相当額を少数株主持分から控

除し、控除しきれない金額及び、親会社

持分相当額を自己株式に含めておりま

す。 

（注) 

同左 

（注) 

同左 

上記の資産を担保に供している債務は、

次のとおりであります。 

買掛金 44,223千円

短期借入金 1,020,000千円

一年内返済予定 
長期借入金 

316,000千円

長期借入金 2,779,600千円

計 4,159,823千円
 

上記の資産を担保に供している債務は、

次のとおりであります。 

買掛金 42,651千円 

短期借入金 1,020,000千円 

一年内返済予定 
長期借入金 

313,500千円 

長期借入金 2,466,100千円 

計 3,842,251千円 
 

上記の資産を担保に供している債務は、

次のとおりであります。 

買掛金 33,422千円

短期借入金 1,020,000千円

一年内返済予定 
長期借入金 

316,000千円

長期借入金 2,621,600千円

計 3,991,022千円
 

 ２ 連結子会社以外の関連会社の金融

機関からの借入に対し、債務保証

を行なっております。 

新安城商業開発㈱ 

借入金残高 1,528,000千円

上記に対する債務保証残高 

 764,000千円
 

 ２ 連結子会社以外の関連会社の金融

機関からの借入に対し、債務保証

を行なっております。 

新安城商業開発㈱ 

借入金残高 1,394,000千円

上記に対する債務保証残高 

 697,000千円
 

 ２ 連結子会社以外の関連会社の金融

機関からの借入に対し、債務保証

を行なっております。 

新安城商業開発㈱ 

借入金残高 1,416,000千円

上記に対する債務保証残高 

 708,000千円
 

３  当社及び一部の連結子会社におい
て、運転資金の効率的な調達を行
うため、取引金融機関数行と当座
貸越契約を締結しております。こ
れらの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。 

当座貸越限度額の総額 10,770,000千円

借入実行残高 4,485,000千円

差引額（未実行残高） 6,285,000千円
 

３  当社及び一部の連結子会社におい
て、運転資金の効率的な調達を行
うため、取引金融機関数行と当座
貸越契約を締結しております。こ
れらの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。 

当座貸越限度額の総額 10,520,000千円

借入実行残高 4,735,000千円

差引額（未実行残高） 5,785,000千円
 

３  当社及び一部の連結子会社におい
て、運転資金の効率的な調達を行
うため、取引金融機関数行と当座
貸越契約を締結しております。こ
れらの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。 

当座貸越限度額の総額 10,520,000千円

借入実行残高 5,235,000千円

差引額（未実行残高） 5,285,000千円
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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21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

※１ 固定資産売却益の内訳 

 土地 10,334千円   
 

※１      ――― ※１ 固定資産売却益の内訳 

 土地 443,407千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳 

 建物及び構築物 11,775千円  

 機械装置 
 及び運搬具 

4,334千円  

 撤去費用他 20,016千円  

 計 36,126千円  
 

※２ 固定資産除却損の内訳 

 建物及び構築物 5,437千円

 機械装置 
 及び運搬具 

4,855千円

 器具備品 2,013千円

 撤去費用他 16,407千円

 計 28,714千円
 

※２ 固定資産除却損の内訳 

 建物及び構築物 69,862千円

機械装置 
 及び運搬具 

13,860千円

 器具備品 13,575千円

 撤去費用他 29,575千円

 計 126,874千円
 

※３ 店舗閉鎖損失の内訳 

 建物及び構築物 40,348千円  

 撤去費用他 20,743千円  

 計 61,092千円   

※３      ――― 

 

 

  

※３ 店舗閉鎖損失の内訳 

 建物及び構築物 96,148千円

機械装置 
 及び運搬具 

3,153千円

 撤去費用他 54,612千円

 計 153,914千円
 

※４ 減損損失 

当社グループは、以下の資産グル 
ープについて減損損失を計上いた 
しました。 

（単位：千円） 

用途 種類 場所 金額 

店舗 

土地、 

建物、 
リース

資産等 
賃貸

資産 

土地、 

建物等 

愛知県

31店舗 

三重県

4店舗 
岐阜県

1店舗 

3,642,986 

遊休

資産 
土地等 

三重県 

1件 

岐阜県

1件 

815,914 

キャッシュ・フローを生み出す最小単位と
して、店舗を１グループとしたグルーピン
グを行っております。 
賃貸物件、遊休資産についても個々の資産
単位を１グループとしております。 
営業活動から生じる損益が継続してマイ
ナスである店舗、賃貸物件及び市場価額が
帳簿価額より著しく下落している遊休資
産については、各資産グループの帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
減損損失として特別損失に計上しており
ます。 
なお、当該資産グループの回収可能価額の
評価に当たっては、正味売却価額または使
用価値により測定し、正味売却価額には不
動産鑑定評価額を、使用価値については、
将来キャッシュ・フローを割引率2.7％で
割り引いております。 

※４      ―――    

 
 
 
 
 

 

※４ 減損損失 

当社グループは、以下の資産グル 
ープについて減損損失を計上いた 
しました。 

（単位：千円） 

用途 種類 場所 金額 

店舗 

土地、 

建物、 
リース

資産等 
賃貸

資産 

土地、 

建物等 

愛知県

35店舗 

三重県

4店舗 
岐阜県

1店舗 

4,561,004 

遊休

資産 
土地等 

三重県 

1件 

岐阜県

1件 

880,258 

キャッシュ・フローを生み出す最小単位
として、店舗を１グループとしたグルー
ピングを行っております。 
賃貸物件、遊休資産についても個々の資
産単位を１グループとしております。 
営業活動から生じる損益が継続してマイ
ナスである店舗、賃貸物件及び市場価額
が帳簿価額より著しく下落している遊休
資産については、各資産グループの帳簿
価額を回収可能価額まで減額し、当該減
少額を減損損失として特別損失に計上し
ております。 
なお、当該資産グループの回収可能価額
の評価に当たっては、正味売却価額また
は使用価値により測定し、正味売却価額
には不動産鑑定評価額を、使用価値につ
いては、将来キャッシュ・フローを割引
率2.7％で割り引いております。 
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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21日 至 平成18年9月20日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（株） 20,425,218 － － 20,425,218 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（株） 127,083 938 92 127,929 

   （変動事由の概要） 
    増加数の内訳は次の通りであります。 
     単元未満株式の買取りによる増加  938株 
    減少数の内訳は次の通りであります。 
     単元未満株式の売渡しによる減少   92株 
 

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 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年6月16日 

定時株主総会 
普通株式 127,630千円 6.25円 平成18年3月20日 平成18年6月19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 
配当の原資 

配当金の 

総額 

1株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成18年11月6日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 127,624千円 6.25円 平成18年9月20日 平成18年12月8日 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年3月21日 至 平成19年9月20日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（株） 20,425,218 － － 20,425,218 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（株） 128,711 927 50 129,588 

  （変動事由の概要） 
    増加数の内訳は次の通りであります。 
     単元未満株式の買取りによる増加  927株 
    減少数の内訳は次の通りであります。 
     単元未満株式の売渡しによる減少   50株 
 

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 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成19年6月19日 

定時株主総会 
普通株式 127,619千円 6.25円 平成19年3月20日 平成19年6月20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 
配当の原資 

配当金の 

総額 

1株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年11月5日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 127,614千円 6.25円 平成19年9月20日 平成19年12月7日 
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前連結会計年度（自 平成18年3月21日 至 平成19年3月20日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 20,425,218 － － 20,425,218 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 127,083 1,930 302 128,711 

   （変動事由の概要） 
    増加数の内訳は次の通りであります。 
     単元未満株式の買取りによる増加  1,930株 
    減少数の内訳は次の通りであります。 
     単元未満株式の売渡しによる減少    302株 
 

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 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年6月16日 

定時株主総会 
普通株式 127,630千円 6.25円 平成18年3月20日 平成18年6月19日 

平成18年11月6日 

取締役会 
普通株式 127,624千円 6.25円 平成18年9月20日 平成18年12月8日 

（注）配当金の総額は、当社の配当した金額の総額であります。このうち連結子会社が所有している当社株式 

への配当13,349千円がそれぞれ連結上消去されております。 

 

(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翌期となるもの 

決議 
株式の

種類 

配当の

原資 

配当金の 

総額(千円) 

1株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年6月19日

定時株主総会 
普通 

株式 

利益 

剰余金 
127,619 6.25円 平成19年3月20日 平成19年6月20日 

（注）配当金の総額は、当社の配当した金額の総額であります。このうち連結子会社が所有している当社株式 

への配当13,349千円がそれぞれ連結上消去されております。 

 

 

 (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21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に記載されている科目

の金額との関係 

現金及び預金勘定 7,271,541千円 

預け入れる期間が 
３か月を超える 
定期預金等 

△16,942千円 

現金及び現金同等物 7,254,599千円 
 

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 

現金及び預金勘定 6,666,683千円 

預け入れる期間が 
３か月を超える 
定期預金等 

△119,343千円 

現金及び現金同等物 6,547,339千円 
 

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 

現金及び預金勘定 6,716,336千円 

預け入れる期間が 
３か月を超える 
定期預金等 

△118,142千円 

現金及び現金同等物 6,598,193千円 
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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21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

(1) リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

(1) リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

(1) リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

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 

 
機械装置 
及び運搬具 

器具備品 合計 

 (千円) (千円) (千円) 

取得価額 
相当額 

110,211 769,490 879,702

減価償却 
累計額 
相当額 

65,802 480,985 546,788

減損損失 
累計額 
相当額 

3,194 55,876 59,070

中間期末 
残高 
相当額 

41,215 232,628 273,844

 なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

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 

 
機械装置 
及び運搬具 

器具備品 合計 

 (千円) (千円) (千円) 

取得価額 
相当額 

104,093 716,731 820,825

減価償却 
累計額 
相当額 

64,383 490,295 554,678

減損損失 
累計額 
相当額 

13,655 56,688 70,344

中間期末 
残高 
相当額 

26,054 169,747 195,802

同左 

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 

 
機械装置 
及び運搬具 

器具備品 合計 

 (千円) (千円) (千円) 

取得価額 
相当額 

115,688 749,794 865,482

減価償却 
累計額 
相当額 

77,349 491,212 568,562

減損損失 
累計額 
相当額 

13,655 56,688 70,344

期末残高 
相当額 

24,683 201,892 226,575

 なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

② 未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産減損勘定中間期

末残高 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 157,358千円

１年超 163,868千円

合計 321,226千円

 リース資産減損勘定中間期末残高 

47,382千円 

 なお、未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

② 未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産減損勘定中間期

末残高 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 116,853千円

１年超 117,889千円

合計 234,743千円

 リース資産減損勘定中間期末残高 

38,941千円 

同左 

② 未経過リース料期末残高相当額及

びリース資産減損勘定の残高 

 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 140,352千円

１年超 137,651千円

合計 278,003千円

  リース資産減損勘定期末残高 

             51,428千円 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額及び減

損損失 

支払リース料 90,867千円

リース資産減損勘定
の取崩額 

11,999千円

減価償却費相当額 78,867千円

減損損失 59,382千円
 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額及び減

損損失 

支払リース料 79,964千円

リース資産減損勘定
の取崩額 

12,401千円

減価償却費相当額 67,563千円

 
 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額及び減

損損失 

支払リース料 179,703千円

リース資産減損勘定
の取崩額 

19,005千円

減価償却費相当額 160,698千円

減損損失 70,344千円
 

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 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

(2) 賃借物件のうち、当社より事実上解

約が困難なオペレーティング・リー

ス取引 

  未経過リース料 

１年以内 2,553,449千円

１年超 23,858,729千円

合計 26,412,178千円
 

(2) 賃借物件のうち、当社より事実上解

約が困難なオペレーティング・リー

ス取引 

  未経過リース料 

１年以内 2,610,380千円

１年超 22,032,128千円

合計 24,642,509千円
 

(2) 賃借物件のうち、当社より事実上解

約が困難なオペレーティング・リー

ス取引 

  未経過リース料 

１年以内 2,575,760千円

１年超 23,268,060千円

合計 25,843,821千円
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

前中間連結会計期間末(平成18年９月20日) 

区分 
取得原価 

(千円) 

中間連結貸借 

対照表計上額(千円) 

差額 

(千円) 

(1) 株式 1,085,351 3,626,330 2,540,979 

(2) その他 ― ― ― 

合計 1,085,351 3,626,330 2,540,979 

 
２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月20日) 
区分 

中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

 (1) 金融債券 5,000 

 (2) 非上場株式(店頭売買株式を除く) 226,200 

合計 231,200 

 

当中間連結会計期間末 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

当中間連結会計期間末(平成19年９月20日) 

区分 
取得原価 

(千円) 

中間連結貸借 

対照表計上額(千円) 

差額 

(千円) 

(1) 株式 1,090,085 2,569,938 1,479,853 

(2) その他 ― ― ― 

合計 1,090,085 2,569,938 1,479,853 

 
２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月20日) 
区分 

中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

  非上場株式 126,200 

合計 126,200 
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前連結会計年度末 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

前連結会計年度末(平成19年３月20日) 

区分 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 1,090,085 3,051,987 1,961,901 

(2) その他 ― ― ― 

合計 1,090,085 3,051,987 1,961,901 

 
２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

前連結会計年度末 
(平成19年３月20日) 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

  非上場株式 226,200 

合計 226,200 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

 

 前中間連結会計期間末(平成18年9月20日) 
該当事項は、ありません。 
なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から 

除いております。 

 

 当中間連結会計期間末(平成19年9月20日) 
該当事項は、ありません。 
なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から 

除いております。 

 

 前連結会計年度末(平成19年3月20日) 
該当事項は、ありません。 
なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から 

除いております。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

１株当たり純資産額 865.20円 804.82円 805.21円 

１株当たり中間純利益又は 
中間（当期）純損失（△） 

△157.25円 20.03円 △204.70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、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

たり中間純利益金額について

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

たり当期純利益金額について

は、1株当たり当期純損失であ

り、潜在株式がないため記載し

ておりません。 

 
(注)1株当たり中間純利益及び中間（当期）純損失の算定上の基礎 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

中間連結損益計算書上の中間純 

利益又は中間(当期)純損失(△) 

(千円) 

△3,191,849 406,467 △4,154,817 

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中
間(当期)純損失（△）(千円) 

△3,191,849 406,467 △4,154,817 

普通株式の期中平均株式数(千株) 20,297 20,296 20,297 

 

 

(重要な後発事象) 

    
   該当事項はありません。 
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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、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社及び連結子会社の事業は、「小 

    売事業及び小売周辺事業」 と 「その他の事業」に区分していますが、全セグメントの営業収益及び営業利益の合計額 

に占める 「小売事業及び小売周辺事業」 の割合が、いずれも９０％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の 

記載を省略しております。 

 

  ２．所在地別セグメント情報 

  
      前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する 

連結子会社及び重要な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、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項は 

ありません。 

 
 
 

(販売の状況) 

 
 販 売 実 績 

事業部門別営業収益の実績                                                ( 単位：千円 ) 
前中間連結会計期間 

(自 平成 18 年３月 21 日 

至 平成 18 年９月 20 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 19 年３月 21 日 

 至 平成 19 年９月 20 日) 

増   減 
事  業  部  門 

金      額 構成比 金      額 構成比 金  額 増減率 

 生 鮮 食 料 品  
 

33,004,285 

％ 

59.2 

 

32,854,883 

％ 

59.1 

  

△149,401 

％ 

△0.5 

 グ ロ ― サ リ ―  15,698,234 28.2 15,830,794 28.5 132,560 0.8 

 リビング・衣料品  4,094,739 7.3 3,907,130 7.0 △187,609 △4.6 

 そ の 他  2,507,008 4.5 2,581,184 4.7 74,175 3.0 

小

売

事

業

及

び

小 
売 
周 
辺 
事 
業 
  計  55,304,268 99.2 55,173,993 99.3 △130,274 △0.2 

そ の 他 の 事 業 483,650 0.9 468,936 0.8 △14,714 △3.0 

 消         去  △51,537 △0.1 △57,943 △0.1 △6,406 ― 

営業収益合計  55,736,381 100.0 55,584,985 100.0 △151,395 △0.3 
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５【中間財務諸表等】 

(1) 【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９月20日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  6,595,309   6,122,326   6,117,119   

２ 売掛金  212,591   465,190   250,276   

３ たな卸資産  2,360,303   2,403,383   2,400,778   

４ 繰延税金資産  211,934   216,017   216,457   

５ その他  2,074,967   1,908,597   1,929,950   

貸倒引当金  ―    △1,624   △27,260   

流動資産合計   11,455,106 22.4  11,113,892 23.2  10,887,321 22.6 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1) 建物 ※２ 10,713,995   9,927,621   10,029,928   

(2) 土地 ※２ 9,737,171   9,427,883   9,427,883   

(3) その他  1,727,665   1,843,522   1,430,526   

有形固定資産合計  22,178,832  43.4 21,199,027  44.2 20,888,339  43.3 

２ 無形固定資産  972,829  1.9 905,021  1.9 904,722  1.9 

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※２ 3,852,531   2,696,139   3,278,187   

(2) 差入保証金  11,134,339   10,542,337   10,850,351   

(3) その他  1,480,590   1,642,425   1,553,546   

  貸倒引当金  △38,100   △178,201   △155,446   

投資その他の資産 
合計 

 16,429,361  32.2 14,702,701  30.6 15,526,638  32.2 

固定資産合計   39,581,023 77.5  36,806,750 76.7  37,319,700 77.4 

Ⅲ 繰延資産           

１ 社債発行費  30,362   69,061   22,180   

繰延資産合計   30,362 0.1  69,061 0.1  22,180 0.0 

資産合計   51,066,492 100.0  47,989,704 100.0  48,229,202 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成18年９月20日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金  6,704,314   6,703,729   6,169,514   

２ 短期借入金  3,465,000   3,665,000   4,215,000   

３ 一年内償還予定 
  社債 

 1,300,000   650,000   1,300,000   

４ 一年内返済予定 
  長期借入金 

※２ 3,960,000   3,360,000   2,260,000   

５ 未払法人税等  538,783   250,232   238,998   

６ 賞与引当金  330,000   369,000   345,000   

７ ポイント引当金  ―     19,344   18,339   

８ その他 ※３ 3,195,491   3,256,147   3,110,654   

流動負債合計   19,493,589 38.2  18,273,453 38.1  17,657,507 36.6 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債  3,990,000   4,940,000   3,990,000   

２ 長期借入金 ※２ 5,870,000   5,410,000   6,940,000   

３ 預り保証金  1,781,690   1,653,055   1,654,655   

４ 繰延税金負債  888,601   597,533   804,255   

５ 退職給付引当金  909,480   318,759   312,808   

６ 役員退職慰労引当金  ―     242,862   254,062   

７ その他  6,946   7,608   7,939   

固定負債合計   13,446,719 26.3  13,169,818 27.4  13,963,720 29.0 

負債合計   32,940,308 64.5  31,443,272 65.5  31,621,227 65.6 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   4,220,618 8.2  4,220,618 8.8  4,220,618 8.7 

 ２ 資本剰余金           

  (1)資本準備金  5,766,230   5,766,230   5,766,230   

資本剰余金合計    5,766,230  11.3  5,766,230 12.0  5,766,230 12.0 

 ３ 利益剰余金           

(1)利益準備金   570,681   570,681    570,681   

(2)その他利益剰余金           

   固定資産圧縮積立金   858,886   838,277    853,481   

  特別償却準備金   1,074   313   627   

  別途積立金   3,310,000   3,310,000   3,310,000   

繰越利益剰余金   1,885,193   963,465    720,110   

利益剰余金合計   6,625,835 13.0  5,682,738 11.8  5,454,902 11.3 

４ 自己株式   △6,515 △0.0  △8,402 △0.0  △7,385 △0.0 

   株主資本合計   16,606,169 32.5  15,661,184 32.6  15,434,365 32.0 

Ⅱ 評価・換算差額等           

その他有価証券評価 
差額金 

  1,520,013 3.0  885,248 1.9  1,173,609 2.4 

評価・換算差額等 
合計 

  1,520,013 3.0  885,248 1.9  1,173,609 2.4 

純資産合計   18,126,183 35.5  16,546,432 34.5  16,607,975 34.4 

負債純資産合計   51,066,492 100.0  47,989,704 100.0  48,229,202 100.0 
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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21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高 ※１  52,784,316 100.0  52,578,219 100.0  104,501,034 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  40,950,173 77.6  40,846,544 77.7  80,909,606 77.4 

売上総利益   11,834,143 22.4  11,731,674 22.3  23,591,428 22.6 

Ⅲ 営業収入   2,311,926 4.4  2,372,261 4.5  4,622,026 4.4 

営業総利益   14,146,069 26.8  14,103,936 26.8  28,213,454 27.0 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※７  13,602,784 25.8  13,685,024 26.0  27,117,744 26.0 

営業利益   543,285 1.0  418,911 0.8  1,095,710 1.0 

Ⅴ 営業外収益 ※２  177,749 0.3  300,806 0.6  411,084 0.4 

Ⅵ 営業外費用 ※３  135,882 0.2  148,217 0.3  258,961 0.2 

経常利益   585,152 1.1  571,500 1.1  1,247,834 1.2 

Ⅶ 特別利益 ※４  871,008 1.7  16,609 0.0  865,721 0.8 

Ⅷ 特別損失 
※５、
 ６ 

 4,519,627 8.6  26,473 0.0  6,179,806 5.9 

税引前中間純利益 
又は税引前中間 
(当期)純損失(△） 

  △3,063,467 △5.8  561,636 1.1  △4,066,251 △3.9 

法人税、住民税 
及び事業税 

 496,296   218,773   393,006   

法人税等調整額  △ 303,376 192,919 0.4 △12,595 206,178 0.4 △159,573 233,433 0.2 

中間純利益又は 
中間(当期)純損失 
（△） 

  △3,256,386 △6.2  355,457 0.7  △4,299,684 △4.1 
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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21日 至 平成18年9月20日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他の利益剰余金 

項目 

資本金 
資本 

準備金 
資本剰余 
金合計 

利益 
準備金 固定資産 

圧縮積立金 
特別償却 
準備金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

平成18年3月20日残高 
(千円) 

4,220,618 5,766,230 5,766,230 570,681 648,039 6,064 7,510,000 1,275,070 10,009,856 

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当   － －   － －   － －   － △ 127,630 △ 127,630 

固定資産圧縮積立金 
の積立 

  － －   － － 271,015 －   － △ 271,015   － 

固定資産圧縮積立金 
の取崩 

  － －   － － △ 60,168 －   －  60,168 － 

特別償却準備金の取崩   － －   － － － △ 4,990 －  4,990 － 

任意積立金の取崩   － －   － － － － △ 4,200,000  4,200,000   － 

 中間純損失   － －   － － － － － △3,256,386 △3,256,386 

 自己株式の取得   － －   － －   － － － － － 

 自己株式の処分   － －   － －   － － － △ 3 △ 3 

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動 
 額（純額） 

  － －   － －   － － － － － 

中間会計期間中の変動額 
の合計(千円) 

  － －   － － 210,846 △ 4,990 △ 4,200,000 610,123 △3,384,020 

平成18年9月20日残高 
(千円) 

4,220,618 5,766,230 5,766,230 570,681 858,886 1,074 3,310,000 1,885,193 6,625,835 

          

 

株主資本 
評価・ 

換算差額等 

項目 

自己株式 
株主資本 
合計 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産 
合計 

平成18年3月20日残高 
(千円) 

  △ 5,545 19,991,159 2,286,520 2,286,520 22,277,679 

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当   － △ 127,630   － － △ 127,630 

固定資産圧縮積立金 
の積立 

  － －   － － － 

固定資産圧縮積立金 
の取崩 

  － －   － － － 

特別償却準備金の取崩   － －   － － － 

任意積立金の取崩   －   －   － － － 

 中間純損失   － △3,256,386   － － △3,256,386 

 自己株式の取得 △ 1,085 △ 1,085   －   － △ 1,085 

 自己株式の処分 115 111   －   － 111 

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動 
 額（純額） 

－ － △ 766,506 △ 766,506 △ 766,506 

中間会計期間中の変動額 
の合計(千円) 

△  969 △3,384,990 △ 766,506 △ 766,506 △4,151,496 

平成18年9月20日残高 
(千円) 

△ 6,515 16,606,169 1,520,013 1,520,013 18,126,183 
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当中間会計期間（自 平成19年3月21日 至 平成19年9月20日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他の利益剰余金 

項目 

資本金 
資本 

準備金 
資本剰余 
金合計 

利益 
準備金 固定資産 

圧縮積立金 
特別償却 
準備金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

平成19年3月20日残高 
(千円) 

4,220,618 5,766,230 5,766,230 570,681 853,481 627 3,310,000 720,110 5,454,902 

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当   － －   － －   － －   － △127,619 △ 127,619 

固定資産圧縮積立金 
の取崩 

  － －   － － △ 15,204 －   － 15,204 － 

特別償却準備金の取崩   － －   － － － △ 313 －  313 － 

 中間純利益   － －   － － － － － 355,457 355,457 

 自己株式の取得   － －   － －   － － － － － 

 自己株式の処分   － －   － －   － － － △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） 

  － －   － －   － － － － － 

中間会計期間中の変動額 
の合計(千円) 

  － －   － － △ 15,204 △ 313     － 243,354 227,835 

平成19年9月20日残高 
(千円) 

4,220,618 5,766,230 5,766,230 570,681 838,277 313 3,310,000 963,465 5,682,738 

          

 

株主資本 
評価・ 

換算差額等 

項目 

自己株式 
株主資本 
合計 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産 
合計 

平成19年3月20日残高 
(千円) 

  △ 7,385 15,434,365 1,173,609 1,173,609 16,607,975 

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当   － △ 127,619   － － △ 127,619 

固定資産圧縮積立金 
の取崩 

  － －   － － － 

特別償却準備金の取崩   － －   － － － 

 中間純利益   － 355,457   － － 355,457 

 自己株式の取得 △ 1,078 △ 1,078   －   － △ 1,078 

 自己株式の処分 60 59   －   － 59 

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動 
 額（純額） 

－ － △ 288,361 △ 288,361 △ 288,361 

中間会計期間中の変動額 
の合計(千円) 

 △ 1,017 226,818 △ 288,361 △ 288,361 △61,543 

平成19年9月20日残高 
(千円) 

△ 8,402 15,661,184 885,248 885,248 16,546,432 
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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21日 至 平成19年3月20日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他の利益剰余金 

項目 

資本金 
資本 

準備金 
資本剰余 
金合計 

利益 
準備金 固定資産 

圧縮積立金 
特別償却 
準備金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

平成18年3月20日残高 
(千円) 

4,220,618 5,766,230 5,766,230 570,681 648,039 6,064 7,510,000 1,275,070 10,009,856 

事業年度の変動額          

剰余金の配当   － －   － －   － －   － △ 255,254 △ 255,254 

固定資産圧縮積立金 
の積立 

  － －   － － 271,015 －   － △ 271,015   － 

固定資産圧縮積立金 
の取崩 

  － －   － － △ 65,573 －   －  65,573 － 

特別償却準備金の取崩   － －   － － － △ 5,436 －  5,436 － 

別途積立金の取崩   － －   － － － － △ 4,200,000  4,200,000   － 

 当期純損失   － －   － － － － － △4,299,684 △4,299,684 

 自己株式の取得   － －   － －   － － － － － 

 自己株式の処分   － －   － －   － － － △ 14 △ 14 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度の変動額 
（純額） 

  － －   － －   － － － － － 

事業年度中の変動額の 
合計(千円) 

  － －   － － 205,441 △ 5,436 △ 4,200,000 △554,959 △4,554,953 

平成19年3月20日残高 
(千円) 

4,220,618 5,766,230 5,766,230 570,681 853,481 627 3,310,000 720,110 5,454,902 

          

 

株主資本 
評価・ 

換算差額等 

項目 

自己株式 
株主資本 
合計 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産 
合計 

平成18年3月20日残高 
(千円) 

  △ 5,545 19,991,159 2,286,520 2,286,520 22,277,679 

事業年度の変動額      

剰余金の配当   － △ 255,254   － － △ 255,254 

固定資産圧縮積立金 
の積立 

  － －   － － － 

固定資産圧縮積立金 
の取崩 

  － －   － － － 

特別償却準備金の取崩   － －   － － － 

別途積立金の取崩   －   －   － － － 

 当期純損失   － △4,299,684   － － △4,299,684 

 自己株式の取得 △ 2,213 △ 2,213   －   － △ 2,213 

 自己株式の処分 373 359   －   － 359 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度の変動額 
（純額） 

－ － △1,112,910 △1,112,910 △1,112,910 

事業年度中の変動額の 
合計(千円) 

△ 1,840 △4,556,794 △1,112,910 △1,112,910 △5,669,704 

平成19年3月20日残高 
(千円) 

△ 7,385 15,434,365 1,173,609 1,173,609 16,607,975 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

   移動平均法による原

価法 

(1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

(1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

   その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算定

しております。) 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

     同左 

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算末日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算定

しております。) 

   時価のないもの 

   移動平均法による原

価法 

  時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

  商品 

   売価還元法による原

価法 

  貯蔵品 

   最終仕入原価法によ

る原価法 

(2) たな卸資産 

商品 

同左 

 

貯蔵品 

   同左 

(2) たな卸資産 

商品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  建物(建物附属設備を

除く) 

   定額法 

  その他の資産 

   定率法 

(1) 有形固定資産 

同左 

   主な耐用年数 

  建物 ７年～39年 

  器具及び備品 

     ３年～15年 

  なお、取得価額が10万

円以上20万円未満の少

額減価償却資産につい

ては、３年均等償却 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴

い、当中間会計期間より、

平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方

法に変更しております。

この変更に伴う損益に与

える影響は軽微でありま

す。 
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項目 

前中間会計期間 

(自 平成18年３月21日 

至 平成18年９月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年３月21日 

至 平成19年９月20日) 

前事業年度 

(自 平成18年３月21日 

至 平成19年３月20日) 

 (2) 無形固定資産 

  定額法 

 なお、ソフトウェア(自

社利用)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 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

   

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損

失に備えるために、一

般債権については貸倒

実績率による計算額

を、貸倒懸念債権等特

定の債権については個

別に回収可能性を検討

し回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支払に

充てるために、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。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支払に

充てるために、支給見 

込額に基づき当事業年

度の負担額を計上して

おります。 

 (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間会

計期間末において発生

していると認められる

額を計上しておりま

す。 

なお、数理計算上の差

異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務年

数(15年)による定額法

により、翌事業年度か

ら費用処理することと

しております。 

 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間会

計期間末において発生

していると認められる

額を計上しておりま

す。 

なお、数理計算上の差

異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務年

数(12年)による定額法

により、翌事業年度か

ら費用処理することと

しております。 

（追加情報） 

当社は、平成19年3月15

日付で適格退職年金制

度を廃止し、確定拠出

年金及び確定給付年金

制度を新たに導入いた

しました。 

 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、当事業年

度末において発生して

いると認められる額を

計上しております。 

  なお、数理計算上の差

異は、その発生の従業

員の平均残存勤続年数

（15年）による定額法

により、翌事業年度か

ら費用処理することと

しております。 

（追加情報） 

当社は、平成19年3月15

日付で適格退職年金制

度を廃止し、確定拠出

年金及び確定給付年金

制度を新たに導入いた

しました。この退職年

金制度の変更に伴う損

失 と し て 特 別 損 失

139,061千円を計上し

ております。 
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項目 

前中間会計期間 

(自 平成18年３月21日 

至 平成18年９月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年３月21日 

至 平成19年９月20日) 

前事業年度 

(自 平成18年３月21日 

至 平成19年３月20日) 

    

 

（4)役員退職慰労金 

役員退職慰労金の支給

に備えるため、内規に

基づく当中間会計期間

期末要支給額を計上し

ております。 

（追加情報） 
従来、当社の役員退職
慰労金は支出時の費用
として処理しておりま
したが、前事業年度下
期において、支給見込
額を役員退職慰労引当
金として計上する方法
に変更いたしました。 
この結果前中間財務諸
表における会計処理
は、従来の方法によっ
ており、当中間会計期
間は変更後の方法によ
った場合に比べて、営
業利益、経常利益は
5,575千円多く、税引前
中間純損失は、249,687
千円少なく計上されて
おります。 

（4)役員退職慰労金 

役員退職慰労金の支給

に備えるため、内規に

基づく当事業年度末要

支給額を計上しており

ます。 

  (5)ポイント引当金 

ヤマナカ・フランテ現   

金ポイントカード会員

に付与したポイントの

使用に備えるため、当

中間会計期間末におい

て将来使用されると見

込まれる額を計上して 

おります。 

（追加情報） 

従来、ポイント制度に

係る費用はポイント利

用時に費用処理してお

りましたが、前事業年

度下期にポイントの残

高を引当金として計上

する方法に変更いたし

ました。 

(5)ポイント引当金 

  ヤマナカ・フランテ現

金ポイントカード会員

に付与したポイントの

使用に備えるため、事

業年度末において将来

使用されると見込まれ

る額を計上しておりま

す。 

（追加情報） 

従来、ポイント制度に

係る費用はポイント利

用時に費用処理してお

りましたが、ポイント

利用残高を会員別に管

理するシステムが整備

されたこと、及び対象

店舗が追加され金額的

に重要性が高まること

が予想されることか

ら、当事業年度末より、

期末ポイント残高を引

当金として計上するこ

とといたしました。 

この結果、従来の方法

によった場合と比較し

て営業利益、経常利益

は18,339千円少なく、

税引前当期純損失は、

18,339千円多く計上さ

れております。なお、

過年度相当分はありま

せん。 
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項目 

前中間会計期間 

(自 平成18年３月21日 

至 平成18年９月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年３月21日 

 至 平成19年９月20日) 

前事業年度 

(自 平成18年３月21日 

 至 平成19年３月20日) 

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 

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  金利スワップについて

は、特例処理によって

おります。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  (ヘッジ手段) 

   金利スワップ 

  (ヘッジ対象) 

   借入金利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

  借入金の金利変動リス

クを回避する目的で金

利スワップ取引を行っ

ており、ヘッジ対象の

識別は個別契約ごとに

行っております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジの有効性の評価

方法 

  金利スワップの特例処

理の要件を満たしてお

りますので、中間決算

日における有効性の評

価を省略しておりま

す。 

(4) ヘッジの有効性の評価

方法 

 

同左 

(4) ヘッジの有効性の評価

方法 

  金利スワップの特例処  

理の要件を満たしてお  

りますので、決算末日     

における有効性の評価 

      を省略しております。 

６ その他中間財務諸

表（財務諸表）作

成のための基本と

なる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

   税抜方法を採用してお

ります。 

(2)租税特別措置法上の 

  準備金等の取扱い 

 中間会計期間に係る納

付税額及び法人税等調

整額は、当事業年度に

おいて予定している租

税特別措置法上の準備

金等の積立て及び取崩

しを前提として計算し

ております。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

 

(2)租税特別措置法上の 

  準備金等の取扱い 

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21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
 当中間会計期間から「固定資産の
減損に係る会計基準」（「固定資産の
減損に係る会計基準の設定に関する
意見書」（企業会計審議会 平成14
年８月９日））及び「固定資産の減損
に係る会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第６号 平成15年
10月31日）を適用しております。こ
れにより減損損失を4,445,530千円
を計上しておりますが、減損損失を
計上した資産の一部を当中間会計期
間末までに除却しており、この影響
を考慮すると、従来と比較して、営
業利益及び経常利益は、それぞれ
126,517千円増加し、税引前中間純損
失は、4,226,098千円増加している。 
なお、減損損失累計額については、 
改正後の中間財務諸表等規則に基づ
き各資産の金額から直接控除してお
ります。 
 
（貸借対照表の純資産の部の表示に 
関する会計基準） 
 当中間会計期間から「貸借対照表 
の純資産の部に関する会計基準（企
業会計基準第５号 平成17年12月９
日）」及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準適用指針第８号 
平成17年12月９日）を適用しており
ます。 
従来の「資本の部」の合計に相当す
る金額は、18,126,183千円でありま
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
間財務諸表は、改正後の中間財務諸
表等規則により作成しております。 
  

 

 

 

 

―― 

（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（企業会計基準委
員会平成15年10月31日））を適用して
おります。これにより営業利益、経
常利益は、246,511千円増加し、税引
前当期純損失は4,991,565千円多く
計上されております。 
 なお減損損失累計額については、
改正後の財務諸表等規則に基づき当
該各資産の金額から直接控除してお
ります。 
 
（役員賞与引当金に関する会計基
準） 
 当事業年度より、「役員賞与に関
する会計基準」（企業会計基準第4号 
平成17年11月29日）を適用しており
ますが、損益に与える影響はありま
せん。 
（役員退職慰労引当金） 
 役員退職慰労金は、従来支出時に
費用として処理いたしておりました
が、『「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」の改正について』（監
査・保証実務委員会報告第42号）の
公表及び「役員賞与に関する会計基
準」（企業会計基準委員会4号平成17
年11月29日）の適用により役員賞与
が費用処理されることになったこと
を契機として、内規に基づく当事業
年度末要支給額を役員退職慰労引当
金として計上することといたしまし
た。 
この変更により、当事業年度の発

生額9,950千円は販売費及び一般管
理費に、過年度相当額244,112千円は
特別損失に計上しており、この結果、
従来の方法によった場合と比較し、
営業利益、経常利益は9,950千円少な
く、税引前当期純損失は、254,062
千円多く計上されております。 
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前中間会計期間 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

  

なお、当該会計処理の変更を当下
期より行うのは、上記の『「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」
の改正について』は平成19年4月13
日に公表され、平成19年4月1日以降
開始する事業年度から適用されます
が、同日以前に開始する事業年度か
ら適用することができるとされてい
ることによります。従って、当事業
年度の中間財務諸表における会計処
理は従来の方法によっており、当中
間会計期間は変更後の方法によった
場合に比べて、営業利益、経常利益
は5,575千円多く、税引前中間純損失
は、249,687千円少なく計上されてお
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
資産の部に関する会計基準（企業会
計基準第５号 平成17年12月９日）」
及び「貸借対照表の純資産の部の表
示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準適用指針第８号 平
成17年12月９日）を適用しておりま
す。 
 従来の「資本の部」の合計に相当
する金額は、16,607,975千円であり
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財務諸表は、
改正後の財務諸表等規則により作成
しております。 

 



 
 

       - 47 - 

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９月20日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月20日) 

前事業年度末 
(平成19年３月20日) 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

21,662,978千円 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

21,639,031千円 

※１有形固定資産の減価償却累計額 

21,285,764千円 

※２担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のと

おりであります。 

建物 436,102千円

土地 2,592,022千円

投資有価証券 8,519千円

計 3,036,644千円
 

※２担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産は次のと

おりであります。 

建物 421,688千円

土地 2,592,022千円

投資有価証券 8,519千円

計 3,022,231千円
 

※２担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産は次のと

おりであります。 

建物 428,926千円

土地 2,592,022千円

投資有価証券 8,519千円

計 3,029,468千円
 

  担保付債務は次のとおりであり

ます。 

長期借入金 1,520,000千円

１年内返済予定 
長期借入金 

240,000千円

計 1,760,000千円
 

  担保付債務は次のとおりであり

ます。 

長期借入金 1,280,000千円

１年内返済予定 
長期借入金 

240,000千円

計 1,520,000千円
 

  担保付債務は次のとおりであり

ます。 

長期借入金 1,400,000千円

１年内返済予定 
長期借入金 

240,000千円

計 1,640,000千円
 

※３消費税等の取扱い 

  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、「未払消費税

等」として流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

※３消費税等の取扱い 

同 左 

※３    

―― 

 ４偶発債務 

  保証債務 

  下記のとおり、金融機関からの

借入金及び仕入先への買掛金に

対して債務保証を行っておりま

す。 

保証先 金額(千円) 内容 

新安城商業開発㈱ 1,528,000 借入金 

㈱アイビー 7,408 買掛金 

計 1,535,408 ― 

なお、新安城商業開発㈱の保証債務
のうち、当社が実質負担する額は、
764,000千円であります。 

 ４偶発債務 

  保証債務 

  下記のとおり、金融機関からの

借入金及び仕入先への買掛金

に対して債務保証を行ってお

ります。 

保証先 金額(千円) 内容 

新安城商業開発㈱ 1,394,000 借入金 

㈱アイビー 6,837 買掛金 

計 1,400,837 ― 

なお、新安城商業開発㈱の保証債務
のうち、当社が実質負担する額は、
697,000千円であります。 

 ４偶発債務 

  保証債務 

  下記のとおり、金融機関からの

借入金及び仕入先への買掛金

に対して債務保証を行ってお

ります。 

保証先 金額(千円) 内容 

新安城商業開発㈱ 1,416,000 借入金 

㈱アイビー 8,726 買掛金 

計 1,424,726 ― 

なお、新安城商業開発㈱の保証債務
のうち、当社が実質負担する額は、
708,000千円であります。 

５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、取引金融機関数

行と当座貸越契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく

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。 

当座貸越限度額の総額 9,550,000千円 

借入実行残高 3,465,000千円 

差引額（未実行残高） 6,085,000千円 
 

５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、取引金融機関数

行と当座貸越契約を締結してお

ります。これらの契約に基づく

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。 

当座貸越限度額の総額 9,300,000千円 

借入実行残高 3,665,000千円 

差引額（未実行残高） 5,635,000千円 
 

 ５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、取引金融機関数

行と当座貸越契約を締結して

おります。これらの契約に基づ

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。 

当座貸越限度額の総額 9,300,000千円 

借入実行残高 4,215,000千円 

差引額（未実行残高） 5,085,000千円  
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

※１コンセッショナリー契約（いわ 

ゆる消化仕入）に基づき販売し 

た商品に係わるものを次のとお 

り含めて表示しております。 

売上高 5,791,265千円

売上原価 5,142,709千円

売上総利益 648,555千円

     

※１コンセッショナリー契約（いわ 

ゆる消化仕入）に基づき販売し 

た商品に係わるものを次のとお 

り含めて表示しております。 

売上高 5,870,675千円

売上原価 5,229,098千円

売上総利益 641,577千円

       

※１コンセッショナリー契約（いわ 

ゆる消化仕入）に基づき販売し 

た商品に係わるものを次のとお 

り含めて表示しております。 

売上高 11,376,365千円

売上原価 10,101,151千円

売上総利益 1,275,214千円

      

※２営業外収益の主要なもの 

受取利息 8,641千円

受取配当金 27,902千円
 

※２営業外収益の主要なもの 

受取利息 12,833千円

受取配当金 26,675千円
 

※２営業外収益の主要なもの 

受取利息 18,006千円

受取配当金 40,221千円
 

※３営業外費用の主要なもの 

支払利息 106,020千円
 

※３営業外費用の主要なもの 

支払利息 119,161千円
 

※３営業外費用の主要なもの 

支払利息 211,150千円
 

※４特別利益の主要なもの 

投資有価証券
売却益 

693,606千円

借地解約補償
金 

167,066千円
 

※４特別利益の主要なもの 

投資有価証券
売却益 

13,400千円
 

※４特別利益の主要なもの 

投資有価証
券売却益 

693,606千円

借地解約補
償金 

161,636千円
 

※５特別損失の主要なもの 

減損損失 4,445,530千円
 
   固定資産除却損 

建物 11,413千円

撤去費用他 23,998千円

計 35,411千円
 
   

※５特別損失の主要なもの 

   固定資産除却損 

建物 2,694千円

撤去費用他 21,036千円

計 23,731千円
 

  

※５特別損失の主要なもの 

   減損損失   5,399,267千円 

   固定資産除却損 

建物 63,323千円

撤去費用他 55,455千円

     計 118,778千円

   店舗閉鎖損失 

   建物 52,713千円

   撤去費用他 34,678千円

   計 87,391千円
 

※６減損損失 

  当中間会計期間において、当社 

は以下の資産グループにおいて 

減損損失を計上いたしました。 

     (単位：千円) 

用途 種類 場所 金額 

店舗 

土地、 
建物 
リース 
資産等 

賃貸 
資産 

土地、 
建物等 

愛知県 
18店舗 
三重県 
４店舗 
岐阜県 
１店舗 

 
 

3,629,615 
 

 

遊休 
資産 

土地等 

岐阜県 
１件 
三重県 
１件 

815,914 

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１グループとしたグル 

ーピングを行っております。 

賃貸物件、遊休資産について 

も個々の資産単位を１グルー 

プとしております。 

※６減損損失 

―― 

 

※６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おいて減損 

損失を計上いたしました。 

     (単位：千円) 

用途 種類 場所 金額 

店舗 

土地、 
建物 
リース 
資産等 

賃貸 
資産 

土地、 
建物等 

愛知県 
22店舗 
三重県 
４店舗 
岐阜県 
１店舗 

 
 
4,519,009 
 
 

遊休 
資産 

土地等 

岐阜県 
１件 
三重県 
１件 

880,258 

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１グループとしたグル 

ーピングを行っております。 

賃貸物件、遊休資産について 

も個々の資産単位を１グルー 

プとしております。 
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前中間会計期間 

(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

営業活動から生じる損益が継 

続してマイナスである店舗、 

賃貸物件及び市場価格が帳簿 

価額より著しく下落している 

遊休資産については、各資産 

グループの帳簿価額を回収可 

能価額まで減額し、当該減少 

額を減損損失として特別損失 

に計上しております。 

なお、当該資産グループの回 

収可能金額の評価に当たって 

は、正味売却価額又は使用価 

値により測定し、正味売却価 

額には不動産鑑定評価額を、 

使用価値については、将来キ 

ャッシュ・フローを割引率 

2.7％で割り引いております。 
 

 営業活動から生じる損益が継 

続してマイナスである店舗、 

賃貸物件及び市場価格が帳簿 

価額より著しく下落している 

遊休資産については、各資産 

グループの帳簿価額を回収可 

能価額まで減額し、当該減少 

額を減損損失として特別損失 

に計上しております。 

なお、当該資産グループの回 

収可能金額の評価に当たって 

は、正味売却価額又は使用価 

値により測定し、正味売却価 

額には不動産鑑定評価額を、 

使用価値については、将来キ 

ャッシュ・フローを割引率 

2.7％で割り引いております。 

※７ 減価償却実施額 

有形固定資産 549,822千円

無形固定資産 99千円
 

※７ 減価償却実施額 

有形固定資産 476,644千円

無形固定資産 174千円
 

※７ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,127,230千円

無形固定資産 274千円
  

 
(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 21 日 至 平成 18 年９月 20 日) 

  自己株式の種類及び株式に関する事項 

 
前事業年度末 

の株式数（株） 
当中間会計期間 
増加株式数(株) 

当中間会計期間 
減少株式数(株) 

当中間会計期間末 
の株式数（株） 

普通株式(株) 4,406  938  92   5,252  

（注）自己株式の株式数の増加・減少は、単元未満株式の買取又は売渡しによるものであります。 

 
 当中間会計期間(自 平成 19 年３月 21 日 至 平成 19 年９月 20 日) 

  自己株式の種類及び株式に関する事項 

 
前事業年度末 

の株式数（株） 
当中間会計期間 
増加株式数(株) 

当中間会計期間 
減少株式数(株) 

当中間会計期間末 
の株式数（株） 

普通株式(株) 6,034  927  50   6,911  

（注）自己株式の株式数の増加・減少は、単元未満株式の買取又は売渡しによるものであります。 

 
 前事業年度 (自 平成 18 年３月 21 日 至 平成 19 年３月 20 日) 

  自己株式の種類及び株式に関する事項 

 
前事業年度末 

の株式数（株） 
当事業年度 

増加株式数(株) 
当事業年度 

減少株式数(株) 
当事業年度末 
の株式数（株） 

普通株式(株) 4,406  1,930  302   6,034  

（注）自己株式の株式数の増加・減少は、単元未満株式の買取又は売渡しによるものであります。 
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(リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成18年３月21日 
至 平成18年９月20日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年３月21日 
至 平成19年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(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 

 
その他 

(器具及び
備品) 

その他 
(機械及び
装置) 

合計 

 (千円) (千円) (千円) 

取得価額 
相当額 

687,767 97,507 785,275

減価償却 
累計額 
相当額 

440,950 60,136 501,086

減損損失 
累計額 
相当額 

55,876 3,194 59,070

中間期末 
残高 
相当額 

190,941 34,176 225,118

 

(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 

 
その他 

(器具及び
備品) 

その他 
(機械及び
装置) 

合計 

 (千円) (千円) (千円) 

取得価額 
相当額 

635,008 73,798 708,807

減価償却 
累計額 
相当額 

435,341 54,861 490,203

減損損失 
累計額 
相当額 

56,688 3,194 59,883

中間期末 
残高 
相当額 

142,977 15,742 158,720

 

(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 

 
その他 

(器具及び
備品) 

その他 
(機械及び
装置) 

合計 

 (千円) (千円) (千円) 

取得価額 
相当額 

673,027 97,507 770,534

減価償却 
累計額 
相当額 

444,326 70,171 514,497

減損損失 
累計額 
相当額 

56,688 3,194 59,883

期末残高 
相当額 

172,011 24,142 196,153

 
(2)未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 139,760千円

１年超 132,740千円

合計 272,500千円

リース資産減損勘
定中間期末残高 

47,382千円 

なお、取得価額相当額及び未経過リース

料中間期末残高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

(2)未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 97,238千円

１年超 91,079千円

合計 188,318千円

リース資産減損勘
定中間期末残高 

29,598千円 

 

同左 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

及びリース資産減損勘定期末残

高 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 124,162千円

１年超 112,869千円

合計 237,031千円

リース資産減損
勘定期末残高 

40,878千円 

なお、取得価額相当額及び未経過リース

料期末残高相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

(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

額及び減損損失 

支払リース料 81,636千円

リース資産の減損
勘定の取崩額 

11,999千円

減価償却費相当額 69,636千円

減損損失 59,382千円
 

(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

額及び減損損失 

支払リース料 69,915千円

リース資産の減損
勘定の取崩額 

11,282千円

減価償却費相当額 58,633千円

 
 

(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

額及び減損損失 

支払リース料 161,289千円

リース資産の減損
勘定の取崩額 

19,005千円

減価償却費相当額 142,284千円

減損損失 59,883千円
 

(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 

２  賃借物件のうち、当社より事実

上解約が困難なオペレーティン

グ・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 2,611,507千円

１年超 24,595,921千円

合計 27,207,428千円
 

２  賃借物件のうち、当社より事実

上解約が困難なオペレーティン

グ・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 2,662,582千円

１年超 22,531,332千円

合計 25,193,914千円
 

２  賃借物件のうち、当社より事実

上解約が困難なオペレーティン

グ・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 2,618,361千円

１年超 23,794,965千円

合計 26,413,327千円
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 (有価証券関係) 

 前中間会計期間末(平成 18 年９月 20 日) 

 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

 

 当中間会計期間末(平成 19 年９月 20 日) 

 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

 

 前事業年度末(平成 19 年３月 20 日) 

 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 
 

(１株当たり情報) 

 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 
 (重要な後発事象) 

 

 該当事項はありません。 
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商 品 別 売 上 高            
 
                                                                                               （ 単位：千円 ） 

前中間会計期間 

(自 平成18年３月21日 

  至 平成18年９月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年３月21日 

  至 平成19年９月20日) 

増    減 
前 事 業 年 度 

(自 平成18年３月21日 

至 平成19年３月20日) 

        期 別 
 
 
  部    門 金  額 構成比     金  額 構成比     金  額 増減率 金   額 構成比     

   %  ％    ％ 

畜 産       5,342,428 10.1 5,353,145 10.3 10,717 0.2 10,903,579 10.5 

農 産       7,083,625 13.4 6,965,995 13.2 △117,629 △1.7 13,500,026 12.9 

水 産       5,516,055 10.5 5,389,385 10.3 △126,670 △2.4 11,190,644 10.7 

ﾃﾞｲﾘｰﾌｰｽﾞ       10,769,015 20.4 10,752,205 20.4 △16,809 △0.2 21,025,225 20.1 

ﾃﾞ  ﾘ  ｶ 4,279,369  8.1 4,378,160 8.3 98,790 2.3 8,377,773  8.0 

 
生 
 
鮮 
 
食 
 
品 
 

小  計 32,990,495 62.5 32,838,893 62.5 △151,601 △0.5 64,997,249 62.2 

菓    子 2,328,894  4.4 2,353,761 4.5 24,866 1.1 5,030,619  4.8 

一 般 食 品 13,369,333 25.3 13,477,033 25.6 107,699 0.8 26,321,324 25.2 

 

グ 

ロ 

ー 

サ 

リ 

ー 小  計 15,698,228 29.7 15,830,794 30.1 132,566 0.8 31,351,944 30.0 

リ ビ ン グ 2,538,781  4.9 2,499,022 4.8 △39,758 △1.6 5,123,172  4.9 

カジュアル 1,556,812  2.9 1,409,509 2.6 △147,303 △10.5 3,028,668  2.9 

リ

ビ

ン

グ

・

衣

料

品 
小  計 4,095,593  7.8 3,908,531 7.4 △187,062 △4.8 8,151,840  7.8 

合    計 52,784,316 100.0  52,578,219  100.0 △206,097 △0.4 104,501,034 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




