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平成20年３月期 決算短信 

平成20年５月７日 
 

 
（百万円未満切捨て） 

１．20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
(1) 連結経営成績 （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年３月期 202,253 7.4 7,814 12.1 7,803 12.3 4,227 9.9
19年３月期 188,270 7.7 6,969 9.3 6,946 11.3 3,845 11.2

 

 
１ 株 当 た り 
当 期 純 利 益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本
当 期 純 利 益 率

総 資 産 
経 常 利 益 率 

営 業 収 益
営 業 利 益 率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
20年３月期 219 65 － 15.1 12.0 3.9
19年３月期 198 67 － 14.2 10.6 3.7

（参考） 持分法投資損益  20年３月期 －百万円 19年３月期 －百万円 
 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
20年３月期 65,302 28,511 43.3 1,456 12
19年３月期 64,779 27,863 42.6 1,464 11

（参考） 自己資本  20年３月期 28,273百万円 19年３月期 27,613百万円 
 
(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
20年３月期 7,665 △5,025 △3,091 5,928
19年３月期 5,384 958 △4,556 6,379

 
 
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 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年３月期 15 00 50 00 65 00 1,237 32.7 4.6
20年３月期 18 00 22 00 40 00 776 18.2 2.7
21年３月期 
（予想） 

20 00 20 00 40 00 17.8 

 
 
３．21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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
第２四半期連結累計期間 103,500 4.0 3,965 2.6 3,950 2.6 2,170 2.2 111 76

通     期 209,200 3.4 8,050 3.0 8,000 2.5 4,360 3.1 224 54
 

上 場 会 社 名 株式会社ヤオコー 上場取引所 東証第一部  
コ ー ド 番 号 ８２７９ ＵＲＬ http://www.yaoko-net.com/ 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 （氏名）川野清巳   
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 （氏名）竹井信治 ＴＥＬ 049(246)7000 
定時株主総会開催予定日 平成20年６月24日 配当支払開始予定日  平成20年６月25日
有価証券報告書提出予定日 平成20年６月24日  
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動） 無  
 (注)詳細は、９ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 
  
(2) 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（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「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 
  
(3) 発行済株式数（普通株式） 
 ①期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 20,006,861株 19年３月期 20,006,861株 
 ②期末自己株式数 20年３月期 589,676株 19年３月期 1,146,414株 
 (注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25 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 
 
1.20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
 (1) 個別経営成績 (％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
20年３月期 185,308 8.6 6,818 5.4 6,806 5.5 3,789 4.6
19年３月期 170,694 9.4 6,468 7.5 6,450 9.2 3,621 4.6

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 円 銭 円 銭
20年３月期 196 87 －
19年３月期 187 12 －

 
(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
20年３月期 60,393 27,495 45.5 1,416 04
19年３月期 60,173 27,273 45.3 1,446 09

（参考） 自己資本  20年３月期 27,495百万円 19年３月期 27,273百万円 
 
２．21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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
第２四半期累計期間 95,660 4.7 3,580 3.1 3,580 3.5 1,970 2.7 101 46

通     期 192,900 4.1 7,150 4.9 7,150 5.1 3,900 2.9 200 85

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料における業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績

は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。上記業績予想に関する事項は、５ページ｢１．

経営成績(２)次期の見通し｣をご参照下さい。 

 



 ㈱ヤオコー（8279）平成 20 年 3 月期 決算短信 

- 3 - 

１．経営成績 

 
（１）経営成績に関する分析 

 
 ① 連結業績 

  当連結会計年度の我が国経済は、原油価格の高騰や米国のサブプライムローン問題に伴う金融市場

の混乱、米国景気の後退懸念等により後半から急速に景況感が悪化しております。 

また、個人消費につきましても、個人所得が伸びない中で、昨年秋以降の原材料価格の高騰等から食

品価格の値上げの動きが本格化しております。それに伴い、消費者の生活防衛意識も高まりつつあり

ます。 

  スーパーマーケット業界におきましては、価格競争、出店競争など厳しい競争が続く中で、新たに

食品偽装・消費期限等の不当表示問題、さらには中国製冷凍餃子中毒事件の発生など安全・安心に関

する消費者の関心はこれまでになく高まっております。 

  このような環境のなかで、当社グループは、特にスーパーマーケット事業部門において新規出店と

既存店の活性化のための改装を積極的に実施し、営業面での施策の充実を図りました。 

  この結果、当連結会計年度の営業収益は202,253百万円（前連結会計年度比7.4％増）、営業利益は

7,814百万円（同12.1％増）、経常利益は7,803百万円（同12.3％増）、当期純利益は4,227百万円（同

9.9％増）となり、16期連続の増収増益となりました。なお、個別でも19期連続の増収増益を達成し

ております。 

 
 ② 事業部門別営業状況 

 ａ．スーパーマーケット事業部門  

 営業収益(対前期比) 営業利益(対前期比) 

 ・㈱ヤオコー  185,308百万円（ 8.6％増）  6,818百万円（ 5.4％増）    

 ・㈱三味  25,167百万円（10.6％増）  457百万円（22.7％増）    

  
  当期は、第５次中期３ヵ年経営計画（以下、第５次中計という）の２年目として、その基本

経営戦略に基づき『ヤオコーブランドの確立』を 重点テーマに掲げ、以下の４つの具体的な

目標を設定し取り組んでまいりました。 

   

イ．50周年記念事業の成功 

ロ．徹底した商品開発と育成 

ハ．時間帯ＭＤ（マーチャンダイジング：商品計画全般）の徹底 

ニ．チームで仕事 

 

  このうち、先ず50周年記念事業につきましては、４～７月と12月に全店で50周年キャンペー

ンを積極的に展開いたしました。お取引先のご協力も得て、全社共通の特別企画や各店におけ

る誕生祭など各種イベントを計画的に実施することにより、大きな成果をあげることができま

した。 

  商品開発につきましては、原料価格の高騰等不安定な商品調達環境の中で、生鮮部門におい

て、お取引先との協働（チームＭＤ）により、テーマを設定して重点商品の開発育成・安定し

た商品供給の実現に努力いたしました。また、グロッサリー部門中心に、50周年を機会に、プ

ライベートブランド商品（当社の商品基準に沿って作られた開発商品。当社では「The Marketplace」

とネーミングしております）のデザインを一新し、合わせて商品の改廃も積極的に進めました。 

  時間帯ＭＤにつきましては、生鮮やデリカ部門を中心にお客様のニーズに合わせて美味しい

ものを鮮度のいい状態で提供することにより、売上高、荒利益高のアップを図りました。特に

当期は夕方以降の時間帯についての対応強化に注力いたしました。また、同時に、４大企画(｢一

押しの市｣、｢中押しの市｣、｢99円セール｣、｢ゲンキ市｣)を中心とした販売促進の充実・強化を

図りました。 
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  さらに全員参加の商売をより具体的に実践するため、一昨年より各店・各部門におきまして

社員、パートタイマー社員をメンバーとするチーム化を進めてきましたが、各チームの成功事

例の発表、各店への横展開について組織的な推進を図りました。その結果、売場や商品が大き

く改善され、着実な前進が見られております。 

  店舗につきましては、４月に太田小舞木店(群馬県太田市)、幸手店(埼玉県幸手市）、７月

に川越新宿店(埼玉県川越市)、８月に上里店（埼玉県児玉郡上里町）、９月にユニモちはら台

店(千葉県市原市)、11月に浦和上木崎店(埼玉県さいたま市)、１月に取手戸頭店(茨城県取手

市)を開設いたしました。このうち、川越新宿店は、当社単独店ですが、他の各店は、ドラッ

グストア・生活雑貨店舗等を併設した近隣型商業集積(ＮＳＣ)への核店舗としての出店であり、

いずれもミールソリューション対応型の当社の標準タイプの店であります。 
  注）ミールソリューションとは、お客さまの毎日の食事の献立の提案や料理のアドバイスなど食事に関する 

    問題の解決のお手伝いをすることであります。 

 

  また、店舗改装につきましても、17店舗について実施いたしました。改装の内容は、鮮魚の

対面コーナー、惣菜の鉄板コーナーの導入など 新のマーチャンダイジングを積極的に取り込

みました。また、高麗川店、東所沢店など古い店のリニューアルを行いました。 

  なお、当期末の店舗数は、埼玉県64店舗、千葉県11店舗、群馬県８店舗、栃木県５店舗、茨

城県９店舗、東京都１店舗の計98店舗となりました。 

  以上によりまして、当期の業績は、おかげさまで既存店の売上高が昨年実績を上回るなど比

較的順調に推移いたしました。その結果、売上高・利益とも対前期比増収増益となっておりま

す。 

 

 ｂ．カルチャー事業部門 (㈱ワイシーシー) 
営業収益(対前期比） 営業利益（対前期比） 

8,927百万円（2.5％減） 95百万円（71.2%増） 

  当期は、経営改善３ヵ年計画に基づき、営業強化を図りました。 
  その結果、上記のとおりとなりました。(３月末現在店舗総数23店) 

    
 ｃ．調剤事業部門 (㈱日本アポック) 

営業収益（対前期比） 営業利益（対前期比） 

7,263百万円（3.2％減） 461百万円（376.4％増） 

  当期は、調剤専門会社として安定的な収益計上により上記のとおりとなりました。 
  (３月末現在店舗総数34店) 
 

 ｄ．会員制宅配事業部門 (㈱フレッシュヤオコー) 
営業収益（対前期比） 営業利益（対前期比） 

 528百万円（26.8％減）    4百万円（前期実績△23百万円） 

  当期は、宅配料金の見直しや経費削減などの結果、上記のとおりとなりました。 
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（２）次期の見通し 

 

 ① 連結業績見込み 

営業収益    209,200百万円 (対前期比 3.4％増) 

営業利益    8,050百万円 (対前期比 3.0％増) 

経常利益    8,000百万円 (対前期比 2.5％増) 

当期純利益  4,360百万円 (対前期比 3.1％増) 

 

 ② 事業部門別業績見込み 

 営業収益(対前期比) 営業利益(対前期比) 

・㈱ヤオコー   192,900百万円 （ 4.1％増） 7,150百万円 （ 4.9％増） 

・㈱三味    26,050百万円 （ 3.5％増）  510百万円 （11.5％増） 

・㈱ワイシーシー   8,720百万円 （ 2.3％減）  140百万円 （46.7％増） 

・㈱日本アポック 7,100百万円 （ 2.3％減） 250百万円 （45.8％減） 

・㈱ﾌﾚｯｼｭﾔｵｺｰ   480百万円 （ 9.2％減） 0百万円 （前期実績４百万円）

 

  次期の見通しにつきましては、景気は原油価格の高騰やサブプライム問題の深刻化などから

引き続き予断を許さない状況が予想されます。また、個人消費も相次ぐ製品値上げの中で全体

としては大きな伸びは期待できない厳しい状況にあります。 

 スーパーマーケット業界におきましては、本格的な製品値上げの一方で引き続き価格競争の

激化が予想されるなど価格政策を中心に大変難しい経営環境が予想されます。 

  このような経営環境の中で、次期は、第５次中計の 終年度として、その中心テーマであり

ます『ヤオコーブランドの確立』に引き続き努力し、ライフスタイルアソートメント型スーパ

ーマーケットのトップ企業を目指して、17期連続増収増益(個別では20期連続増収増益)に向け

て、 大限の努力を行なってまいります。 

 

  特に次期は、スーパーマーケット事業部門において、期中に100店舗に到達する一つの節目

となる年度であります。これを梃子にして、営業キャンペーンを積極的に展開していく計画で

あり、販促の強化とともに販売計画の充実、人材の育成により、売上高、荒利益高の確保に努

めます。また同時に、製品価格の本格的な値上げが予想される中で、お取引先の見直しを含め

対策の強化を図り、商品の安定調達･安定供給に努めてまいります。さらにスーパーマーケッ

ト事業の基本であります安全・安心については、原点に立ち返って徹底した取組み強化を図っ

てまいります。 

  新店につきましては、４月の四街道店（千葉県四街道市）をはじめ５店の新規出店を予定し

ております。これらは全て売り場面積600坪の当社標準の 新マーチャンダイジングを装備し

た店舗として、営業基盤の強化を図ってまいります。 

 

 ③ 設備投資額ならびに減価償却額の状況 

 

 設備投資額 減価償却費 

  当期実施額    6,905百万円    2,546百万円 

  次期予定額    5,902百万円    2,654百万円 

上記の使用資金につきましては、自己資金ならびに銀行借入れにより充当する予定であります。 
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 （３）財政状態に関する分析 

 

   ① 資産、負債、純資産の状況 

 (資産) 

  当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末より523百万円増加して65,302百万円とな

りました。これは主に、新規出店店舗の建物や出店予定地の土地の取得等により固定資産が

増加したことによるものです。 

 (負債) 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末より125百万円減少して36,790百万円となり

ました。これは主に、長期借入金の返済により固定負債が減少したことによるものです。 

(純資産) 

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末より648百万円増加して28,511百万円とな

りました。これは主に、当期純利益の計上等による利益剰余金の増加によるものです。 

   ② 連結キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、｢資金｣という。）は、前連結会計

期間末より450百万円減少して5,928百万円となりました。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す。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動により得られた資金は、7,665百万円（前年同期比2,281百万円増）となりました。

これは主に、連結グループ全体の営業成績が順調に推移したことや預り保証金の増加などに

よるものです。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動により支出した資金は5,025百万円（同5,984百万円増）となりました。これは主に、新

規出店店舗の土地、建物等の取得による支出のためです。また、前連結会計年度は店舗不動産の流動

化により建物等の売却代金の入金がありました。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動により支出した資金は3,091百万円（同1,464百万円減）となりました。これは主

に、長期借入金の返済によるものです。 

 

   なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。 

 18年３月期 19年３月期 20年３月期 

自己資本比率（％） 40.4 42.6 43.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 83.7 91.7 80.7 

債務償還年数（年） 1.6 1.9 1.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 30.5 32.2 51.7 

    （注）１．各指標は、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。 

     ２．各指標は下記の基準で算出しております。 

      イ．自己資本比率：自己資本÷総資産 

      ロ．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産 

      ハ．債務償還年数：有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 

      ニ．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー÷利払い 

       ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除）によります。 

        営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッ 

        シュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている 

        負債のうち、利子を支払っている負債を対象としています。また、利払いについては 

        連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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 （４）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

 

  当社では、安定配当の維持および適正な利益還元を基本としております。内部留保資金につきましては、

店舗の新設および改装等の設備投資や教育・情報化投資などに活用し、業容の拡大と事業基盤の強化を通

じて株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。 

  平成 20 年 3月期の期末配当金につきましては、1株当たり22円の配当を実施させていただく予定であ

ります。これにより年間配当金は中間配当金18円とあわせ1株当たり40円となる予定であります。 

  なお、次期の配当は年間40円を予定しております。 

 

 （５）事業等のリスク 

    

当社グループの経営成績、株価および財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスク要因について

主なものを記載しております。また、当社として必ずしも事業上のリスクと考えていない事項につ

いても、投資家の投資判断上、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項につ

いては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社はこれらのリスクの

発生可能性を認識した上で、発生の回避および万が一発生した場合には適切な対応に努め、事業活

動に支障を来たさないよう努力してまいります。なお、文中における将来に関する事項は当連結会

計年度末現在において当社が判断したものであります。 

①景気動向等の影響 

当社グループが営む小売事業および当社が運営するショッピングセンターのテナント収入

は景気や個人消費の動向、冷夏・暖冬等の気象状況の影響を受けます。個人消費低迷や異常気

象は当社グループの売上高および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②業界動向および競合について 

現在のスーパーマーケット業界は、消費の飽和状態に加え、オーバーストアー状況にありま

すが、引き続き各社の積極的な新規出店が続いております。その中でお客さまが当社のお店に

ロイヤリティを持っていただくようにミールソリューションの一層の充実を図り、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売上高および業績に影響を

及ぼす可能性があります。 

③新規出店について 

当社は、新規に５店の出店計画を実行中でありますが、今後の開発計画および建物等の建築

工事の進捗状況によっては、計画しております一部の店につきまして、変更・修正を行うこと

が予想されます。当該変更により当社グループの売上高および業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

また、 近の新規出店は、土地の大型化、各社の競合から投資コストが増加傾向にあり、こ

うした傾向が当社の財務内容に影響を及ぼす可能性があります。 

④商品の安全性について 

当社は生鮮食品からドライ・加工食品、日配食品など食品中心に広範囲に亘って商品を扱っ

ております。食品の安全性・衛生管理については、お客さまに安心してお買い物していただけ

るよう、トレーサビリティ（商品履歴の管理）、成分表示、衛生管理等を徹底し、品質管理お

よび商品の表示に関する担当組織の強化を図り、３Ｓ（整理・整頓・清掃）を徹底し、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、ＢＳＥ（狂牛病）や鳥インフルエンザ

の発生に見られますように、不可抗力な要因で、お客さまの食品に対する不安感から需要が減

少し、当社グループの売上高および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑤個人情報の管理 

  当社グループでは、顧客名簿などの個人情報を保有しております。これらの個人情報の管理

については、情報管理責任者を選任し、情報の保管等について社内ルールを設け、法令等に基

づき厳格な運用・管理を行なっておりますが、コンピューターシステムのトラブルや犯罪行為

により顧客情報が流出する可能性があり、その場合、当社グループの社会的信用が失われ、売

上高および業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 ⑥調剤過誤 

  子会社で行っている調剤業務は、薬剤師（人）に負うところが大きく、調剤過誤が発生する可能性

があります。医療用医薬品の場合、用法・用量に厳格な制限があり、他の薬剤との副作用や中毒症状

の発症など、医療トラブルが発生する可能性があります。発生した場合、損害賠償に加え、社会的信

用を失うこととなり、当社グループの売上高および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑦地震や台風等の災害、テロ活動等に関するリスク 

  当社グループの本社、物流センター、店舗所在地において、大地震や台風等の災害或いは予期せぬ

事故等が発生した場合、本社および店舗、流通網に物理的損害が生じ、営業活動が阻害される可能性

があります。また、国内外を問わず、災害、事故、暴動、テロ活動その他当社グループの仕入・流通

網に影響する何らかの事故が発生した場合も同様に、営業活動が阻害され、売上高および業績に影響

を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 近の有価証券報告書(平成19年６月26日提出)における「事業系統図(事業の内容)」及び「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、(２)目標とする経営指標、(３)中長期的な会社の経営戦略、(４)会社の対処す
べき課題 
 
 平成19年３月期決算短信(平成19年５月７日開示)にて開示いたしました内容から重要な変更がないため、
開示を省略しております。 
  
当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 
   http://www.yaoko-net.com/ 
 
 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 
   http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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４．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

 
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比

区分 
金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

 （資産の部）   

 Ⅰ 流動資産   

    現金及び預金 6,476 6,025  △450

    売掛金 1,304 1,636  332

    たな卸資産 5,148 5,139  △9

    繰延税金資産 975 1,015  40

    その他 3,166 3,334  168

    貸倒引当金 △1 △0  0

 流動資産合計 17,069 26.3 17,150 26.3 80

 Ⅱ 固定資産   

  １ 有形固定資産   

     建物及び構築物 15,326 16,775  1,448

     車両運搬具 0 0  －

     器具備品 1,231 1,302  71

     土地 8,645 10,104  1,459

     建設仮勘定 1,307 699  △607

 有形固定資産合計 26,511 40.9 28,882 44.2 2,371

  ２ 無形固定資産   

     借地権 761 738  △23

     その他 512 553  40

 無形固定資産合計 1,274 2.0 1,292 2.0 17

  ３ 投資その他の資産   

     投資有価証券 643 481  △162

     長期貸付金 38 18  △20

     差入保証金 14,476 14,454  △22

     再評価に係る繰延税金 

     資産 
2,116 －  △2,116

     繰延税金資産 995 960  △35

     その他 1,653 2,064  411

 投資その他の資産合計 19,924 30.8 17,977 27.5 △1,946

 固定資産合計 47,710 73.7 48,152 73.7 442

 資産合計 64,779 100.0 65,302 100.0 523
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前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比

区分 
金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

 （負債の部）   

 Ⅰ 流動負債   

    買掛金 11,256 12,230  974

    短期借入金 1,050 2,050  1,000

    １年内返済予定長期借入金 2,296 2,041  △255

    未払法人税等 1,412 1,911  499

    未払消費税等 625 219  △406

    賞与引当金 1,610 1,709  98

    未払費用 3,709 4,061  352

    商品券回収損引当金 － 18  18

    その他 698 754  55

 流動負債合計 22,659 35.0 24,996 38.3 2,336

 Ⅱ 固定負債   

    長期借入金 7,129 4,588  △2,541

    退職給付引当金 1,172 1,245  73

    役員退職慰労引当金 552 269  △283

    預り保証金 4,870 5,054  183

    再評価に係る繰延税金負債 － 87  87

    その他 531 549  17

 固定負債合計 14,256 22.0 11,794 18.0 △2,461

 負債合計 36,916 57.0 36,790 56.3 △125

      

 （純資産の部）   

 Ⅰ 株主資本   

    資本金 4,199 4,199  －

    資本剰余金 3,606 3,606  －

    利益剰余金 25,505 27,138  1,632

    自己株式 △2,677 △1,377  1,299

 株主資本合計 30,635 47.3 33,567 51.4 2,932

 Ⅱ 評価・換算差額等   

    その他有価証券評価差額金 95 26  △68

    土地再評価差額金 △3,116 △5,320  △2,203

 評価・換算差額等合計 △3,021 △4.7 △5,293 △8.1 △2,272

 Ⅲ 少数株主持分 249 0.4 237 0.4 △11

 純資産合計 27,863 43.0 28,511 43.7 648

 負債及び純資産合計 64,779 100.0 65,302 100.0 523
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(2) 連結損益計算書 

 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

対前年比 

区分 
金額 

（百万円） 

百分比

（％）

金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

増減 

（百万円）

（営業収益）  (188,270) (202,253)  (13,982)

Ⅰ 売上高  180,415 100.0 194,283 100.0 13,867

Ⅱ 売上原価  129,190 71.6 138,352 71.2 9,161

   売上総利益  51,225 28.4 55,931 28.8 4,706

Ⅲ 営業収入    

   物流センター収入 5,174 5,579   

   不動産賃貸収入等 2,679 7,854 4.3 2,389 7,969 4.1 115

   営業総利益  59,079 32.7 63,901 32.9 4,821

Ⅳ 販売費及び一般管理費  52,109 28.9 56,086 28.9 3,976

   営業利益  6,969 3.9 7,814 4.0 844

Ⅴ 営業外収益    

   受取利息 180 184   

   受取配当金 5 4   

   その他 52 238 0.1 76 266 0.1 28

Ⅵ 営業外費用    

   支払利息 226 201   

   50周年式典費用 － 38   

   その他 34 261 0.1 37 277 0.1 16

   経常利益  6,946 3.9 7,803 4.0 856

Ⅶ 特別利益    

   固定資産売却益 90 －   

   賃貸借契約違約金収入 － 83   

   関係会社清算収入 92 －   

   その他 67 250 0.1 22 106 0.1 △144

Ⅷ 特別損失    

   固定資産除却損 66 94   

   投資有価証券評価損 － 42   

   減損損失 155 109   

   役員退職慰労引当金繰入額 187 －   

   債権償却損 15 39   

   商品券回収損引当金繰入額 － 16   

   その他 84 508 0.3 110 413 0.2 △94

   税金等調整前当期純利益  6,688 3.7 7,496 3.9 807

   法人税、住民税及び事業税 2,852 3,188   

   法人税等調整額 △19 2,832 1.6 42 3,231 1.7 

   少数株主利益  11 0.0 37 0.0 

   当期純利益  3,845 2.1 4,227 2.2 382
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度(自平成18年４月１日   至 平成19年３月31日)             

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
 
平成18年３月31日残高 

（百万円） 
4,199 3,606 22,324 △623 29,507

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △607  △607

 役員賞与（注） △56  △56

 当期純利益 3,845  3,845

 自己株式の取得 △2,054 △2,054

 株主資本以外の項目の 

 当期変動額（純額） 
 

 
連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 3,181 △2,054 1,127

平成19年３月31日残高 

（百万円） 
4,199 3,606 25,505 △2,677 30,635

  

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

 
平成18年３月31日残高 

（百万円） 
132 △3,116 △2,984 238 26,760

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △607

 役員賞与（注）  △56

 当期純利益  3,845

 自己株式の取得  △2,054

株主資本以外の項目の 

 当期変動額（純額） 
△36 － △36 11 △25

 
連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
△36 － △36 11 1,102

 
平成19年３月31日残高 

（百万円） 
95 △3,116 △3,021 249 27,863

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
 
平成19年３月31日残高 

（百万円） 
4,199 3,606 25,505 △2,677 30,635

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △1,292  △1,292

 当期純利益 4,227  4,227

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 △1,302 1,302 0

 株主資本以外の項目の 

 当期変動額（純額） 
 

 
連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 1,632 1,299 2,932

 
平成20年３月31日残高 

（百万円） 
4,199 3,606 27,138 △1,377 33,567

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

 
平成19年３月31日残高 

（百万円） 
95 △3,116 △3,021 249 27,863

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当  △1,292

 当期純利益  4,227

 自己株式の取得  △3

 自己株式の処分  0

 株主資本以外の項目の 

 当期変動額（純額） 
△68 △2,203 △2,272 △11 △2,283

 
連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
△68 △2,203 △2,272 △11 648

 
平成20年３月31日残高 

（百万円） 
26 △5,320 △5,293 237 28,511
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

対前年比

区分 
金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

増減 

（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

   税金等調整前当期純利益 6,688 7,496 807

   減価償却費 2,474 2,546 71

   減損損失 155 109 △45

   退職給付引当金の増加額 107 73 △33

   役員退職慰労引当金の増加額並びに減少額（△） 208 △283 △491

   貸倒引当金の減少額 0 0 0

   受取利息及び受取配当金 △186 △189 △3

   支払利息 226 201 △25

   売上債権の増加額 △507 △603 △95

   たな卸資産の増加額（△）並びに減少額 △154 9 163

   仕入債務の増加額 621 974 352

   役員賞与の支払額 △56 － 56

   有形固定資産除却損 66 25 △40

   預り保証金・敷金の増加額並びに減少額（△） △693 183 877

   未払消費税等の増加額並びに減少額（△） 138 △406 △545

   その他 △859 80 940

    小計 8,230 10,241 2,011

   利息及び配当金の受取額 53 59 5

   利息の支払額 △167 △148 18

   法人税等の支払額 △2,732 △2,486 246

    営業活動によるキャッシュ・フロー 5,384 7,665 2,281

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 △120 △120 －

   定期預金の払戻による収入 120 120 －

   有形固定資産の取得による支出 △3,708 △4,738 △1,030

   有形固定資産の売却による収入 3,865 0 △3,864

   その他の固定資産の取得による支出 － △239 △239

   その他の固定資産の売却による収入 792 － △792

   投資有価証券の売却による収入 110 4 △106

   投資有価証券の取得による支出 △100 △1 99

   その他 － △51 △51

    投資活動によるキャッシュ・フロー 958 △5,025 △5,984
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前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

対前年比

区分 
金額 

（百万円） 

金額 

（百万円） 

増減 

（百万円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入金の純増減額 600 1,000 400

  長期借入金の返済による支出 △2,494 △2,796 △301

   自己株式取得による支出 △2,054 △3 2,050

   自己株式売却による収入 － 0 0

   配当金の支払額 △607 △1,292 △684

    財務活動によるキャッシュ・フロー △4,556 △3,091 1,464

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,786 △450 △2,237

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,592 6,379 1,786

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 6,379 5,928 △450

  

 



 ㈱ヤオコー（8279）平成 20 年 3 月期 決算短信 

- 17 - 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項 

 ・連結子会社   ４社  ㈱日本アポック 

              ㈱ワイシーシー 

              ㈱フレッシュヤオコー 

              ㈱三味 

 ・非連結子会社  ２社  ㈱スーパーサンワ 

              ㈱名友 

非連結子会社は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の額（持分に見合う額）等

は、いずれも連結総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

の額と比較して僅少であり、連結財務諸表上に重要な影響を及

ぼしておりません。なお、前連結会計年度まで子会社だった㈱

田原屋フーズにつきましては、平成19年２月に会社を清算し

ております。 

 ・連結子会社   ４社  ㈱日本アポック 

              ㈱ワイシーシー 

              ㈱フレッシュヤオコー 

              ㈱三味 

 ・非連結子会社  ２社  ㈱スーパーサンワ 

              ㈱名友 

非連結子会社は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の額（持分に見合う額）等

は、いずれも連結総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金

の額と比較して僅少であり、連結財務諸表上に重要な影響を及

ぼしておりません。 

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項 

㈱スーパーサンワ、㈱名友はそれぞれ当期純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響額が軽微であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法を適用しておりません。 

  同左 

 

３ 連結子会社の事業年度に関する事項 ３ 連結子会社の事業年度に関する事項 

連結子会社の決算日は、㈱フレッシュヤオコーが３月20日、

その他の会社は３月31日であり、当該事業年度の財務諸表を

基礎として連結財務諸表を作成しております。 

  同左 

４ 会計処理基準に関する事項 ４ 会計処理基準に関する事項 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算期末日の市場価格等に基づく時価法によって  

  おります。 

     （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によっております。 

（２）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   商品 生鮮食品及び物流センター在庫は 終仕入原価法  

           による原価法によっております。 

      また、その他の商品は売価還元法による原価法に   

           よっております。 

   貯蔵品 終仕入原価法による原価法によっております。

（３）固定資産の減価償却の方法 
 

有形固定資産 
 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産 

 

定率法によっております。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

は定額法を採用しております。なお、

事業用定期借地権が設定されている借

地上の建物（建物附属設備は除く）に

ついては、当該借地契約期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法に

よっております。 
定額法によっております。ただし、ソ

フトウェア(自社利用分)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。  

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

   同左 

                             

                          

                          

                          

                          

                          

  

（２）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   同左 

                             

                             

                             

  

（３）固定資産の減価償却の方法 

   同左 
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前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

（４）引当金の計上基準 

貸倒引当金 
 

 

 

 

 

 

賞与引当金 

 

 

 

 ――― 

 

 

 

 

 

 

退職給付引当金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員退職慰労引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に 

備えるため、一般債権については 

貸倒実績率により、貸倒懸念債権 

等特定の債権については個別に回 

収可能性を検討、回収不能見込額 

を計上しております。 

 

従業員賞与の支出に備えるため、 

当期に負担すべき実際支給見込額 

を計上することとしております。 

 

 ――― 

 

 

 

 

 

 

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 

き計上しております。 

数理計算上の差異については、 

各連結会計年度の発生時の従業 

員の平均残存勤務期間以内の一 

定の年数(10 年)による均等額を 

それぞれ発生の翌期より費用処 

理しております。  
 

役員の退職慰労金の支出に備えて、 

内規に基づく期末要支給額を計上 

することとしております。  

（４）引当金の計上基準 

貸倒引当金 
 

 

 

 

 

 

賞与引当金 

 

 

 

商品券回収損引当金

 

 

 

 

 

 

退職給付引当金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

当社が発行している商品券の未回 

収分について、一定期間経過後収 

益に計上したものに対する将来の 

回収に備えるため、過去の実績に 

基づく将来の回収見込額を計上し 

ております。 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

（５）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 

   貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっておりま 

   す。 

（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  

    税抜方式によっております。 

（５）同左 

 

 

 

（６）同左 

 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価方法

  によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

   同左 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

   同左 
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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 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

１ 会計方針の変更 １ 会計方針の変更 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17 年 11 月 29 日 企業会計基準第４号）

を適用しております。これにより税金等調整前当期純利益は56

百万円減少しております。 

 

（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８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。 

なお、従来の基準に従った資本の部の合計に相当する額は

27,613百万円であります。 

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。 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 法人税法の改正〔（所得税法等の一部を改正する法律 平成

19年３月30日 法律第６号)及び（法人税法施行令の一部を改

正する政令 平成19年３月30日 政令第83号）〕に伴い、平

成 19 年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改

正後の法人税法に規定する方法により減価償却費を計上して

おります。なお、この変更により営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益は、それぞれ75百万円減少しております。

 

（負債計上を中止した項目に関する会計処理） 

 当連結会計年度から「租税特別措置法上の準備金及び特別法

上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する

監査上の取扱い」（日本会計士協会 平成19年４月13日監査・

保証実務委員会報告第42号）を適用しております。 

 当社は、従来、当社が発行した商品券のうち、未回収の商品

券について一定期間経過後、収益計上してまいりましたが、こ

の適用により収益計上後に回収された場合に発生する損失に

備えるため、引当金を計上しております。 

 なお、この変更により経常利益は１百万円減少し、税金等調

整前当期純利益は、18百万円減少しております。 

 

追加情報 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

―――――――― 

 

 法人税法の改正〔（所得税法等の一部を改正する法律 平成1

9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３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５

％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却に含めて表示しております。この結果、従来の方法に

比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、そ

れぞれ 32百万減少しております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

１ 非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 

投資その他の資産その他（株式） 22百万円

  

１ 非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 

投資その他の資産その他（株式） 5百万円 

２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであ

ります。 

  担保に供している資産 

建物 1,333百万円

土地 2,653百万円

差入保証金 1,752百万円

投資有価証券 197百万円

合計 5,937百万円 

２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであ

ります。 

  担保に供している資産 

建物 1,244百万円

土地 2,653百万円

差入保証金 1,632百万円

投資有価証券 198百万円

合計 5,728百万円

  

  担保権によって担保されている債務 

長期借入金(１年以内返済予定額

を含む) 

3,321百万円

その他流動負債(商品券) 233百万円

合計 3,554百万円

  

  担保権によって担保されている債務 

長期借入金(１年以内返済予定額

を含む) 

2,804百万円

その他流動負債(商品券) 242百万円

合計 3,047百万円 

３ 当社グループ（当社及び連結子会社）は、運転資金の効率

  的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約を締

  結しております。 

当座貸越極度額の総額 13,880百万円

借入実行残高 1,050百万円

差引額 12,830百万円
 

３ 当社グループ（当社及び連結子会社）は、運転資金の効率

  的な調達を行うため主要取引金融機関と当座貸越契約を締

  結しております。 

当座貸越極度額の総額 16,090百万円

借入実行残高 2,050百万円

差引額 14,040百万円
 

４ ｢土地の再評価に関する法律｣(平成10年3月31日公布法律

第34号)および｢土地の再評価に関する法律の一部を改正す

る法律｣平成13年３月31日公布法律第19号)に基づき、平

成 14 年３月 31 日に事業用の土地の再評価を行っておりま

す。なお、評価差額については｢土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律｣(平成11年３月31日公布法律第24

号)に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を｢再評価

に係る繰延税金資産｣として資産の部に計上し、これを控除

した金額を｢土地再評価差額金｣として純資産の部に計上し

ております。 

   

  再評価の方法  

｢土地の再評価に関する法律施行令｣(平成10年3月31日 

公布政令第119号）第2条第4号に定める路線価及び同条

第３号に定める固定資産税評価額に奥行価格補正及び時点

修正等を行って算出しております。 

    再評価を行った年月日     平成14年3月31日 

    再評価を行った土地の期末における 

    時価と再評価後の帳簿価額との差額  1,762百万円 

４ ｢土地の再評価に関する法律｣(平成10年3月31日公布法律

第 34 号)に基づき、事業用の土地の再評価を行っておりま

す。評価差額については、当該再評価差額に係る税金相当

額を｢再評価に係る繰延税金負債｣として負債の部に計上

し、これを控除した金額を｢土地再評価差額金｣として純資

産の部に計上しております。 

   

  再評価の方法  

｢土地の再評価に関する法律施行令｣(平成10年3月31日 

公布政令第119号)第2条第4号に定める路線価及び同条 

第３号に定める固定資産税評価額に奥行価格補正及び時点

修正等を行って算出しております。 

  再評価を行った年月日     平成14年3月31日 

    再評価を行った土地の期末における 

    時価と再評価後の帳簿価額との差額  1,782百万円 
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前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

５ その他 

      ―――――――― 

 

 

５ その他 

当社は、平成19年６月26日付株主総会決議（特別決議）に

基づき、当社グループの従業員〔正社員、契約社員およびパー

トタイマーで管理職の者（ただし役員及び役員経験者を含まな

い）〕1,897 名を対象に、自己株式 557,800 株について払込価

額を１株当たり１円、払込期日を平成19年７月20日として処

分を実施しました。 

 当社は、下記経緯の通り従業員に共同経営者・安定株主の

一員を担ってもらうことを目的に、勤務条件や業績条件などに

関わりなく自己株式を処分したものであります。従業員の過去

勤務の対価を反映したものではなく、将来の追加的サービスの

見返りを期待したものでもないことなどから、この自己株式処

分について対価性がないものと判断し、この処分に伴う差損

（自己株式の帳簿価額から１株当たり１円の処分価額を控除

した金額）1,302百万円を「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」に従い、その他利益剰余金から減額する方

法で処理しております。 

記 

当社は平成６年の第１次中期３カ年計画以降「ライフスタイ

ルアソートメント型スーパーマーケット」を基本経営戦略に掲

げ、現在の第５次中期経営計画までその充実に努めてまいりま

した。その結果、おかげさまで１店舗１店舗が地域のお客様に

ご支持をいただき、今日に至っております。このライフスタイ

ルアソートメント型スーパーマーケットづくりの基本は「個店

主義」と「全員参加の商売」であり、従業員が主体性をもって

目標、理念を共有し、一つの共同体として機能することが前提

条件となります。 

  これらの状況を踏まえ、当社の50周年を機に従業員に分け

隔てなく当社株式を持ってもらい共同経営者の一員を担うこ

とで、今後の当社の一層の発展を図ると同時に、安定株主の創

出を図ったものです。 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

配送費 3,361百万円

広告宣伝費 1,719百万円

給料手当 22,035百万円

賞与引当金繰入額 1,610百万円

退職給付引当金繰入額 533百万円

役員退職慰労引当金繰入額 21百万円

水道光熱費 2,767百万円

地代家賃 6,589百万円

リース料 1,497百万円

減価償却費 

（ｿﾌﾄｳｪｱ償却費を含む） 

2,465百万円

 

１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

配送費 3,531百万円

広告宣伝費 2,055百万円

給料手当 24,035百万円

賞与引当金繰入額 1,706百万円

退職給付引当金繰入額 385百万円

役員退職慰労引当金繰入額 19百万円

水道光熱費 3,084百万円

地代家賃 6,928百万円

リース料 1,539百万円

減価償却費 

（ｿﾌﾄｳｪｱ償却費を含む） 

2,546百万円

  

２ 売上高には委託取引（いわゆる 消化仕入方式による販売、

仕入）契約に基づき販売した商品に係わるものが次のとお

り含まれております。 

売上高 5,349百万円

売上原価 4,829百万円

売上総利益 520百万円 

２ 売上高には委託取引（いわゆる 消化仕入方式による販売、

仕入）契約に基づき販売した商品に係わるものが次のとお

り含まれております。 

売上高 5,197百万円

売上原価 4,687百万円

売上総利益 509百万円 
３ 減損損失の内訳 

  当連結会計年度において、当社及び連結子会社は以下の

資産グループについて減損損失を計上いたしました。 

                    

用途 種類 
減損金額 

（百万円） 

建物及び構築物 

器具備品 店舗 

リース資産等 

埼玉県 155

合計   155

  当社及び連結子会社は、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に資産のグルーピングをして

おります。遊休資産等については、物件毎に資産のグルー

ピングを行っております。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資産、賃貸資産、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（155百万円）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あたっては、正味売却価額

と使用価値を比較し、いずれか高い方の金額を回収可能価

額としております。正味売却価額は土地については路線価

、建物については固定資産税評価額を、使用価値には将来

キャッシュ･フローを加重平均資本コスト4.6％で割引いた

額を適用しております。 

３ 減損損失の内訳 

  当連結会計年度において、当社及び連結子会社は以下の

資産グループについて減損損失を計上いたしました。 

                   

用途 種類 
減損金額 

（百万円） 

建物及び構築物 埼玉県 66

器具備品 千葉県 42店舗 

リース資産等 茨城県 1

合計   109

  当社及び連結子会社は、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に資産のグルーピングをして

おります。遊休資産等については、物件毎に資産のグルー

ピングを行っております。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資産、賃貸資産、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（109百万円）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あたっては、正味売却価額

と使用価値を比較し、いずれか高い方の金額を回収可能価

額としております。正味売却価額は土地については路線価

、建物については固定資産税評価額を、使用価値には将来

キャッシュ･フローを加重平均資本コスト5.6％で割引いた

額を適用しております。 
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 （連結株主資本等変動計算書関係） 

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

前連結会計年度末 

株式数 

(株) 

当連結会計年度 

増加株式数 

(株) 

当連結会計年度 

減少株式数 

(株) 

当連結会計年度末 

株式数 

(株) 

発行済株式   

 普通株式 20,006,861 － － 20,006,861

 合計 20,006,861 － － 20,006,861

自己株式   

 普通株式 404,909 741,505 － 1,146,414

 合計 404,909 741,505 － 1,146,414

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  ToSTNet-2（終値取引）での買付けによる増加 740,400株 

  単元未満株式の買い取り請求による増加 1,105株 

 

配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成18年6月27日 

定時株主総会 
普通株式 313 16 平成18年３月31日 平成18年６月28日

平成18年11月6日 

取締役会 
普通株式 294 15 平成18年９月30日 平成18年12月５日

 

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(百万円) 
配当の原資

１株当たり 

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年6月26日 

定時株主総会 
普通株式 943 利益剰余金 50 平成19年３月31日 平成19年６月27日

（注）１株当たり配当額50.00円には、会社設立50周年記念配当35.00円が含まれております。 
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当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

前連結会計年度末 

株式数 

(株) 

当連結会計年度 

増加株式数 

(株) 

当連結会計年度 

減少株式数 

(株) 

当連結会計年度末 

株式数 

(株) 

発行済株式   

 普通株式 20,006,861 － － 20,006,861

 合計 20,006,861 － － 20,006,861

自己株式   

 普通株式 1,146,414 1,062 557,800 589,676

 合計 1,146,414 1,062 557,800 589,676

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買い取り請求による増加 1,062株 

 減少数の内訳は、次のとおりであります。 

  当社グループの従業員に対する処分による減少 557,800株 

 

配当に関する事項 

配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(百万円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年6月26日 

定時株主総会 
普通株式 943 50 平成19年３月31日 平成19年６月27日

取締役会 普通株式 349 18 平成19年９月30日 平成19年12月５日

 

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(百万円) 
配当の原資

１株当たり配

当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成20年6月24日 

定時株主総会 
普通株式 427 利益剰余金 22 平成20年３月31日 平成20年６月25日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

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19年３月31日現在）

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20年３月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 6,476

預け入れる期間が３ヶ月を 

超える定期預金等 
△97

現金及び現金同等物 6,379

（百万円）

現金及び預金勘定 6,025 

預け入れる期間が３ヶ月を 

超える定期預金等 
△97 

現金及び現金同等物 5,928 
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  （開示の省略） 

 リース取引関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等関係、税効果会計関係セ

グメント情報、関連当事者との取引、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくない

と考えられるため、開示を省略しております。 

 

  （１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,464円11銭

１株当たり当期純利益 198円67銭

 なお、潜在株式調整後１株あたり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 1,456円12銭

１株当たり当期純利益 219円65銭

 なお、潜在株式調整後１株あたり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

   

(注)１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） 27,863 28,511 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 249 237 

 （うち少数株主持分）（百万円） （                      249） （                      237）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 27,613 28,273 

期末の普通株式の数（株） 18,860,447 19,417,185 

   

(注)２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

１株当たり当期純利益 

 当期純利益（百万円） 3,845 4,227 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,845 4,227 

 普通株式の期中平均株式数（株） 19,356,009 19,246,180 

 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

 

 

企業集団の売上高の状況 

（注）調剤事業部門のドラッグ等の売上高は、前連結会計年度にドラッグ事業部門を事業譲渡しているため、当連結会計年度の 

   売上高はありません。

 前連結会計年度 当連結会計年度 

            期 別 自 平成18年４月 1日 自 平成19年４月 1日 

 至 平成19年３月31日 至 平成20年３月31日 

区 分 
売上高 

（百万円） 

構成比 

（％） 

売上高 

（百万円） 

構成比 

（％） 

前期比 

（％） 

    ％ ％ ％

 精 肉 16,402 9.1 18,126 9.3 110.5 

 鮮 魚 14,410 8.0 15,105 7.8 104.8 

 青 果 21,035 11.7 22,746 11.7 108.1 

生 鮮 食 品 計 51,849 28.7 55,978 28.8 108.0 

 惣 菜 11,584 6.4 12,814 6.6 110.6 

 寿 司 5,069 2.8 5,551 2.9 109.5 

 ｲ ﾝ ｽ ﾄ ｱ ﾍ ﾞ ｰ ｶ ﾘ ｰ 5,595 3.1 6,269 3.2 112.1 

デ リ カ 食 品 計 22,248 12.3 24,635 12.7 110.7 

 ド ラ イ 食 品 29,471 16.3 32,783 16.9 111.2 

 酒 ・ ギ フ ト 14,545 8.1 15,707 8.1 108.0 

加 工 食 品 計 44,016 24.4 48,490 25.0 110.2 

日 配 食 品 31,901 17.7 34,976 18.0 109.6 

住 居 関 連 7,736 4.3 8,340 4.3 107.8 

小 計 157,752 87.4 172,422 88.7 109.3 

 

専 門 店 5,340 3.0 5,197 2.7 97.3 

ｽ ｰ ﾊ ﾟ ｰ ﾏ ｰ ｹ ｯ ﾄ 事 業 部 門 163,092 90.4 177,619 91.4 108.9 

 物 販 6,307 3.5 5,996 3.1 95.1 

 レ ン タ ル 2,808 1.6 2,889 1.5 102.9 

カ ル チ ャ ー 事 業 部 門 9,116 5.1 8,886 4.6 97.5 

 調 剤 6,317 3.5 7,263 3.7 115.0

 ド ラ ッ グ 等 1,187 0.6 － － －

調 剤 事 業 部 門 7,505 4.1 7,263 3.7 96.8 

会 員 制 宅 配 事 業 部 門 701 0.4 513 0.3 73.3 

合 計 180,415 100.0 194,283 100.0 107.7 
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６．個別財務諸表 
(1） 貸借対照表 

 
前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比

区分 
金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

 （資産の部）   

 Ⅰ 流動資産   

    現金及び預金 5,615 4,950  △664

    売掛金 302 505  202

    商品 3,272 3,342  70

    貯蔵品 1 1  △0

    前払費用 768 609  △159

    短期貸付金 1,036 1,003  △33

    未収入金 1,336 1,846  510

    繰延税金資産 682 759  76

    その他 737 626  △111

 流動資産合計 13,753 22.9 13,645 22.6 △108

 Ⅱ 固定資産   

    有形固定資産   

     建物 12,634 13,850  1,216

     構築物 1,445 1,502  56

     車両運搬具 0 0  －

     器具備品 1,017 1,092  74

     土地 8,532 9,967  1,434

     建設仮勘定 1,225 699  △525

 有形固定資産合計 24,856 41.3 27,113 44.9 2,256

    無形固定資産   

     借地権 759 735  △23

     ソフトウェア 326 350  23

     その他 146 152  6

 無形固定資産合計 1,232 2.0 1,238 2.0 6

    投資その他の資産   

    投資有価証券 633 470  △162

     関係会社株式 1,491 1,526  35

     出資金 0 0  －

     長期貸付金 38 18  △20

     長期前払費用 1,363 1,462  99

     差入保証金 13,431 13,485  53

     再評価に係る 

繰延税金資産 
2,116 －  △2,116

     繰延税金資産 1,159 1,073  △86

     その他 96 359  263

 投資その他の資産合計 20,331 33.8 18,396 30.5 △1,934

 固定資産合計 46,419 77.1 46,748 77.4 328

 資産合計 60,173 100.0 60,393 100.0 220
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比

区分 
金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

 （負債の部）   

 Ⅰ 流動負債   

    買掛金 9,546 10,436  889

    短期借入金 1,239 2,130  891

   １年内返済予定長期借入金 1,681 1,991  310

    未払金 127 84  △43

    未払法人税等 1,292 1,563  270

    未払消費税等 499 99  △399

    未払費用 2,914 3,174  260

    預り金 70 102  31

    前受収益 133 149  16

    賞与引当金 1,167 1,246  78

    商品券回収損引当金 － 18  18

    その他 248 371  123

 流動負債合計 18,920 31.5 21,368 35.4 2,447

 Ⅱ 固定負債   

    長期借入金 6,709 4,218  △2,491

    退職給付引当金 1,008 1,062  53

    役員退職慰労引当金 552 269  △283

    預り保証金 5,180 5,346  166

    再評価に係る繰延税金負債 － 87  87

    長期前受収益 495 529  34

    その他 31 15  △15

 固定負債合計 13,978 23.2 11,529 19.1 △2,448

 負債合計 32,899 54.7 32,898 54.5 △1
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比

区分 
金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

 （純資産の部）   

 Ⅰ 株主資本   

    資本金 4,199 7.0 4,199 7.0 －

    資本剰余金   

     資本準備金 3,606 3,606   

 資本剰余金合計 3,606 6.0 3,606 6.0 －

    利益剰余金   

     利益準備金 432 432   

     その他利益剰余金   

      別途積立金 20,980 23,380   

      繰越利益剰余金 3,753 2,548   

 利益剰余金合計 25,166 41.8 26,360 43.6 1,194

    自己株式 △2,677 △4.5 △1,377 △2.3 1,299

    株主資本合計 30,295 50.3 32,789 54.3 2,493

Ⅱ 評価・換算差額等   

    その他有価証券評価差額金 95 27  △68

    土地再評価差額金 △3,116 △5,320  △2,203

 評価・換算差額等合計 △3,021 △5.0 △5,293 △8.8 △2,272

 純資産合計 27,273 45.3 27,495 45.5 221

 負債純資産合計 60,173 100.0 60,393 100.0 220
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(2) 損益計算書 

 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

対前年比

区分 
金額 

（百万円） 

百分比

（％）

金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

増減 

（百万円）

 （営業収益） (170,694) (185,308)  (14,614)

Ⅰ 売上高 163,143 100.0 177,667 100.0 14,524

Ⅱ 売上原価 124,708 76.4 135,701 76.4 10,993

   売上総利益 38,435 23.6 41,966 23.6 3,530

Ⅲ 営業収入   

   物流センター収入 4,749 5,162   

   不動産賃貸収入等 2,801 7,551 4.6 2,477 7,640 4.3 89

営業総利益 45,986 28.2 49,606 27.9 3,620

Ⅳ 販売費及び一般管理費 39,517 24.2 42,788 24.1 3,270

   営業利益 6,468 4.0 6,818 3.8 350

Ⅴ 営業外収益   

   受取利息及び配当金 178 186   

   その他 44 222 0.1 63 250 0.1 27

Ⅵ 営業外費用   

   支払利息 208 189   

   50周年式典費用 － 38   

   その他 32 240 0.1 35 262 0.1 22

   経常利益 6,450 4.0 6,806 3.8 355

Ⅶ 特別利益   

   固定資産売却益 90 －   

   関係会社清算収入 92 －   

   賃貸借契約違約金収入 － 83   

   その他 6 189 0.1 7 90 0.1 △ 98

Ⅷ 特別損失   

   固定資産除却損 47 89   

   投資有価証券評価損 － 42   

   減損損失 128 36   

   役員退職慰労引当金繰入額 187 －   

   関係会社清算損 － 35   

   合同葬費用 － 33   

   商品券回収損引当金繰入額 － 16   

   その他 45 408 0.3 39 293 0.2 △115

   税引前当期純利益 6,231 3.8 6,604 3.7 372

    法人税、住民税及び事業税 2,657 2,758   

    法人税等調整額 △  47 2,609 1.6 56 2,815 1.6 205

   当期純利益 3,621 2.2 3,789 2.1 167
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 (3) 株主資本等変動計算書 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
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 別途積立金
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３月31日残高 

(百万円) 
4,199 3,606 3,606 432 18,380 3,395 22,207 △623 29,390

事業年度中の変動額 

(百万円) 
   

 剰余金の配当（注）   △607 △  607 △607

 役員賞与（注）   △56 △   56 △56

 当期純利益   3,621 3,621 3,621

 自己株式の取得    △2,054 △2,054

 別途積立金振替額（注）   2,600 △2,600  －

 株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
   

 
事業年度中の変動額合計 

(百万円) 
－ － － － 2,600 358 2,958 △2,054 904

 
平成19年３月31日残高 

(百万円) 
4,199 3,606 3,606 432 20,980 3,753 25,166 △2,677 30,295

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 
土地再評価差額金 

評価・換算差額等 

合計 

純資産合計 

 
平成18年３月31日残高 

(百万円) 
131 △3,116 △2,985 26,405

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △607

 役員賞与（注）  △56

 当期純利益  3,621

 自己株式の取得  △2,054

別途積立金振替額（注）  －

 株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
△36 － △36 △36

 
事業年度中の変動額合計 

(百万円) 
△36 － △36 868

 
平成19年３月31日残高 

(百万円) 
95 △3,116 △3,021 27,273

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)                               

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 別途積立金
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３月31日残高 

(百万円) 
4,199 3,606 3,606 432 20,980 3,753 25,166 △2,677 30,295

事業年度中の変動額 

(百万円) 
   

 剰余金の配当   △1,292 △1,292 △1,292

 当期純利益   3,789 3,789 3,789

 自己株式の取得    △3 △3

 自己株式の処分   △1,302 △1,302 1,302 0

 別途積立金振替額   2,400 △2,400  －

 株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
   

 
事業年度中の変動額合計 

(百万円) 
－ － － － 2,400 △1,205 1,194 1,299 2,493

平成20年３月31日残高 

(百万円) 
4,199 3,606 3,606 432 23,380 2,548 26,360 △1,377 32,789

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券評価 

差額金 
土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

 
平成19年３月31日残高 

(百万円) 
95 △3,116 △3,021 27,273

事業年度中の変動額 

(百万円) 
 

 剰余金の配当  △1,292

 当期純利益  3,789

 自己株式の取得  △3

 自己株式の処分  0

別途積立金振替額  －

 株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
△68 △2,203 △2,272 △2,272

 
事業年度中の変動額合計 

(百万円) 
△68 △2,203 △2,272 221

 
平成20年３月31日残高 

(百万円) 
27 △5,320 △5,293 27,495
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重要な会計方針 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及評価方法 １ 有価証券の評価基準及評価方法 

子会社株式 

  移動平均法による原価法によっております。 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっておりま

す。 

   （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によっております。 

  同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 ２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  商品  生鮮食品及び物流センター在庫は 終仕入原価法 

      による原価法によっております。 

      また、その他の商品は売価還元法による原価法に 

よっております。 

  貯蔵品 終仕入原価法による原価法によっております 

  同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 ３ 固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 
 

 

 

 

 

 

 

 無形固定資産 

定率法によっております。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）については定額法を採

用しております。なお、事業用定期借地権

が設定されている借地上の建物（建物附属

設備は除く）については、当該借地契約期

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。 
定額法によっております。ただし、ソフト

ウェア(自社利用分)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。  

  同左 

４ 引当金の計上基準 ４ 引当金の計上基準 

 貸倒引当金 

 

 

 

 

賞与引当金 

 

 

 ――――― 

 

 

 

 

 退職給付引当

 金 

 

 

 

 

 

 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

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検討、回収不能見込額

を計上しております。 

従業員賞与の支出に備えるため、当期に負

担すべき実際支給見込額を計上すること

としております。 

 ――――― 

 

 

 

 

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

の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異については、各会計

年度の発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10 年)による

均等額をそれぞれ発生の翌期より費用

処理しております。  

 貸倒引当金 

 

 

 

 

賞与引当金 

 

 

 商品券回収損

 引当金 

 

 

 

 退職給付引当

 金 

  

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

当社が発行している商品券の未回収分

について、一定期間経過後収益に計上

したものに対する将来の回収に備える

ため、過去の実績に基づく将来の回収

見込額を計上しております。 

同左 
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前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

役員退職慰労

引当金 

 

役員の退職慰労金の支出に備えて内規に

基づく期末要支給額を計上することとし

ております。  

役員退職慰労

引当金 

 

同左 

 
５ 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

の貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によってお

ります。 

５ 同左 

６ その他の財務諸表作成のための重要な事項 ６ その他の財務諸表作成のための重要な事項 

   消費税等の会計処理  

    税抜方式によっております。 

   同左 

  

会計方針の変更 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

  当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第4号）を適用

しております｡これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益がそれぞれ56百万円減少しております｡ 

 

（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8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｡ 

なお、従来の｢資本の部｣の合計に相当する金額は27,273百万

円であります。 

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。 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

  法人税法の改正〔（所得税法等の一部を改正する法律 平成

19年３月30日 法律第６号)及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号）〕に伴い、

平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産については、

改正後の法人税法に規定する方法により減価償却費を計上し

ております。なお、この変更により営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ63百万円減少しております。

 

（負債計上を中止した項目に関する会計処理） 

  当事業年度から「租税特別措置法上の準備金及び特別法上

の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監

査上の取扱い」（日本公認会計士協会 平成19年４月13日監査

・保証実務委員会報告第42号）を適用しております。 

  当社は、従来、当社が発行した商品券のうち、未回収の商

品券について一定期間経過後、収益計上してまいりましたが

、この適用により収益計上後に回収された場合に発生する損

失に備えるため、引当金を計上しております。 

なお、この変更により経常利益は１百万円減少し、税引前

当期純利益は、18百万円減少しております。 

 

追加情報 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

―――――――― 

 

 法人税法の改正〔（所得税法等の一部を改正する法律 平成1

9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３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却に

含めて表示しております、。この結果、従来の方法に比べ、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ31百万円減

少しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 

１ 関係会社に対する主要な債権債務 

売掛金    6百万円 

短期貸付金 1,036百万円 

短期借入金 739百万円 

預り保証金 329百万円 
 
２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりで

あります。 

  担保に供している資産 

建物 1,333百万円

土地 2,653百万円

差入保証金 1,752百万円

投資有価証券 197百万円

合計 5,937百万円

  担保権によって担保されている債務 

長期借入金(１年以内返済予定額

を含む) 

3,321百万円

その他流動負債(商品券) 233百万円

合計 3,554百万円 

１ 関係会社に対する主要な債権債務 

短期貸付金 1,003百万円

買掛金 933百万円

短期借入金 730百万円

 
 
２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりで

あります。 

  担保に供している資産 

建物 1,244百万円

土地 2,653百万円

差入保証金 1,632百万円

投資有価証券 198百万円

合計 5,728百万円

  担保権によって担保されている債務 

長期借入金(１年以内返済予定額

を含む) 

2,804百万円

その他流動負債(商品券) 242百万円

合計 3,047百万円 
３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融

 機関と当座貸越契約を締結しております。 

当座貸越極度額の総額 10,700百万円

借入実行残高 500百万円

差引額 10,200百万円 
 

３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金 

融機関と当座貸越契約を締結しております。 

当座貸越極度額の総額 12,400百万円

借入実行残高 1,400百万円

差引額 11,000百万円 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

配送費 3,021百万円

広告宣伝費 1,561百万円

給料手当 14,315百万円

賞与引当金繰入額 1,167百万円

退職給付引当金繰入額 405百万円

役員退職慰労引当金繰入額 21百万円

水道光熱費 2,600百万円

地代家賃 6,018百万円

リース料 1,173百万円

減価償却費 2,176百万円

（ｿﾌﾄｳｪｱ償却費を含む）  

１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

配送費 3,215百万円

広告宣伝費 1,876百万円

給料手当 15,706百万円

賞与引当金繰入額 1,246百万円

退職給付引当金繰入額 292百万円

役員退職慰労引当金繰入額 19百万円

水道光熱費 2,927百万円

地代家賃 6,358百万円

リース料 1,207百万円

減価償却費 2,246百万円

（ｿﾌﾄｳｪｱ償却費を含む）  
２ 売上高には委託取引（いわゆる 消化仕入方式による販売、

仕入）契約に基づき販売した商品に係わるものが次のとお

り含まれております。 

２ 売上高には委託取引（いわゆる 消化仕入方式による販売、

仕入）契約に基づき販売した商品に係わるものが次のとお

り含まれております。 

売 上 高 27,587百万円

売 上 原 価 23,777百万円

売 上 総 利 益 3,810百万円 

売 上 高 29,830百万円

売 上 原 価 25,677百万円

売 上 総 利 益 4,153百万円

３ 減損損失の内訳 

 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

減損損失を計上いたしました。 

                    

用途 種類 
減損金額 

（百万円） 

建物及び構築物 

器具備品 店舗 

リース資産等 

埼玉県 128

合計   128

 当社は、キャッシュ･フローを生み出す 小単位として店舗

を基本単位に資産のグルーピングをしております。遊休資産

等については、物件毎に資産のグルーピングを行っておりま

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

資産、賃貸資産、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（128百万円）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あた

っては、正味売却価額と使用価値を比較し、いずれか高い方

の金額を回収可能価額としております。正味売却価額は土地

については路線価、建物については固定資産税評価額を、使

用価値には将来キャッシュ･フローを加重平均資本コスト4.6

％で割引いた額を適用しております。 

３ 減損損失の内訳 

 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

減損損失を計上いたしました。 

 

    

用途 
種類 

減損金額 

（百万円） 

建物及び構築物 千葉県 32

器具備品 埼玉県 2店舗 

リース資産等 茨城県 1

合計   36

 当社は、キャッシュ･フローを生み出す 小単位として店舗

を基本単位に資産のグルーピングをしております。遊休資産

等については、物件毎に資産のグルーピングを行っておりま

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

資産、賃貸資産、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（36百万円）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あた

っては、正味売却価額と使用価値を比較し、いずれか高い方

の金額を回収可能価額としております。正味売却価額は土地

については路線価、建物については固定資産税評価額を、使

用価値には将来キャッシュ･フローを加重平均資本コスト5.6

％で割引いた額を適用しております。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

前事業年度末 

株式数 

(株) 

当事業年度 

増加株式数 

(株) 

当事業年度 

減少株式数 

(株) 

当事業年度末 

株式数 

(株) 

自己株式   

 普通株式 404,909 741,505 － 1,146,414

 計 404,909 741,505 － 1,146,414

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  ToSTNet-2（終値取引）での買付けによる増加 740,400株 

  単元未満株式の買い取り請求による増加 1,105株 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 

前事業年度末 

株式数 

(株) 

当事業年度 

増加株式数 

(株) 

当事業年度 

減少株式数 

(株) 

当事業年度末 

株式数 

(株) 

自己株式   

 普通株式 1,146,414 1,062 557,800 589,676

 計 1,146,414 1,062 557,800 589,676

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買い取り請求による増加 1,062株 

 減少数の内訳は、次のとおりであります。 

  当社グループの従業員に対する処分による減少 557,800株 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,446円09銭

１株当たり当期純利益 187円12銭

 なお、潜在株式調整後１株あたり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 1,416円04銭

１株当たり当期純利益 196円87銭

 なお、潜在株式調整後１株あたり当期純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

  (注)１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

純資産の部の合計額(百万円) 27,273 27,495 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) － － 

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 27,273 27,495 

期末の普通株式の数(株) 18,860,447 19,417,185 

 

  (注)２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前事業年度 

（自 平成18年４月１日  

 至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成20年３月31日） 

１株当たり当期純利益 

 当期純利益(百万円) 3,621 3,789 

 普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

 普通株式に係る当期純利益(百万円) 3,621 3,789 

 普通株式の期中平均株式数(株) 19,356,009 19,246,181 

 

 

 


