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１．平成20年７月中間期の連結業績（平成20年２月１日～平成20年７月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年７月中間期 84,975 4.0 1,096 △1.1 1,099 △7.0 495 △3.7

19年７月中間期 81,736 2.6 1,108 35.0 1,181 57.5 515 －

20年１月期 166,553 － 2,467 － 2,338 － 821 －

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

20年７月中間期 9.56 －

19年７月中間期 9.90 －

20年１月期 15.80 －

（参考）持分法投資損益 20年７月中間期 －百万円 19年７月中間期 －百万円 20年１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７月中間期 70,065 20,041 28.6 385.69

19年７月中間期 69,545 19,376 27.8 371.34

20年１月期 67,250 19,217 28.5 369.93

（参考）自己資本 20年７月中間期 20,013百万円 19年７月中間期 19,314百万円 20年１月期 19,196百万円

(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７月中間期 1,592 △552 △204 4,333

19年７月中間期 1,185 273 949 5,307

20年１月期 2,441 △610 △1,216 3,510

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

20年１月期 4.00 4.00 8.00

21年１月期（実績） 4.00 －

21年１月期（予想） － 4.00 8.00

３．平成21年１月期の連結業績予想（平成20年２月１日～平成21年１月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 175,000 5.1 2,550 3.3 2,600 11.2 1,000 21.8 19.27
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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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(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７月中間期 55,060,834 株 19年７月中間期 55,060,834 株 20年１月期 55,060,834 株

②　期末自己株式数 20年７月中間期 3,171,323 株 19年７月中間期 3,048,624 株 20年１月期 3,168,844 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、40ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年７月中間期の個別業績（平成20年２月１日～平成20年７月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年７月中間期 79,064 1.3 1,168 10.7 1,163 0.9 91 △64.8

19年７月中間期 78,020 2.9 1,055 20.5 1,153 41.3 260 －

20年１月期 159,414 － 2,433 － 2,355 － 121 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年７月中間期 1.77

19年７月中間期 5.02

20年１月期 2.33

(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７月中間期 68,728 20,091 29.2 387.20

19年７月中間期 69,658 20,781 29.8 399.56

20年１月期 66,976 20,219 30.2 389.64

（参考）自己資本 20年７月中間期 20,091百万円 19年７月中間期 20,781百万円 20年１月期 20,219百万円

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．当社は平成20年８月１日に会社分割を実施いたしました。

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

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

業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、３～５ページ「１．経営成績（１）経営成績に関

する分析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　①当中間期の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油、穀物相場の高騰による国内諸物価上昇の影響などにより個人消

費も伸び悩むなど、総じて減速感を増してまいりました。

　食品業界におきましては、食品の安心・安全の確保に要するコストが上昇するなか、小麦や油脂、乳製品などの原

材料単価の値上げラッシュが続いたことに加え、ガソリン単価が大幅に上昇するなど大変厳しい対応を迫られました。

ガソリン単価の上昇は外出機会の減少とそれによる外食機会の減少など、外食業界にも影響を与えております。

　このような経営環境のもと、当社グループは「美味しさ」そして「安心・安全」「健康」「環境」をモットーに、

お客様により良い商品、サービスをお届けすることに努めてまいりました。お客様のニーズに対応したＰＢ（プライ

ベートブランド）商品の開発を進めるとともに、品質保証部による各店、各事業所の定期検査の継続実施、ＰＢ商品

を中心とした製造工場の定期検査や残留農薬検査を強化してまいりました。仕入価格の相次ぐ値上げに対しましては、

社内のコスト削減運動の徹底など自助努力を継続強化する一方で、お客様の生産性向上につながる提案営業も一層強

化してまいりました。

　以上の結果、売上高につきましては、前期にグループ入りしました株式会社トーホー・パワーラークスの寄与もあ

り、849億75百万円（前年同期比4.0％増）となりました。営業利益は原材料単価の高騰や原油高の影響による運賃、

燃料費の上昇などの影響、また一部の関係会社の業績回復が遅れていることなどにより10億96百万円（同1.1％減）と

なりました。また、経常利益は、10億99百万円（同7.0％減）となりました。中間純利益につきましては、ファンズ２

４博多中洲店の閉店（７月31日）やＡ－プライス（業務用食品現金卸売店舗）店舗４店の閉店に伴う特別損失を計上

した結果、４億95百万円（同3.7％減）となりました。

　なお、６月30日に群馬県前橋市を拠点に業務用食品卸売を行っております桂食品工業株式会社の株式の100％を取得

いたしました。これにより群馬県下の外食事業者の方々にも当社の商品、サービスをお届けできる体制が整いました。

また、株式会社トーホー・パワーラークスは世田谷店において、従来の酒類と生鮮三品に加え、新たに業務用食品を

本格導入した新業態への試行を７月末に開始いたしました。

　一方で、事業の選択と集中の一環として、一般家庭向け食材宅配事業を近畿圏で展開しております株式会社アクト・

デリカの同事業を７月31日に株式会社関門海に事業譲渡いたしました。また、株式会社エヌオーシーは、福岡市を中

心に展開しておりましたオフィスコーヒー事業から６月30日をもって撤退いたしました。

　事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。

ディストリビューター事業部門

　当部門（業務用食品卸売部門）におきましては、原材料高騰による仕入価格などの値上げが続く中、顧客のお役に

立てる提案営業や商品開発の強化、新規取引先の開拓を行ってまいりました。

  恒例となっております「春の展示商談会」を神戸、福岡、広島、熊本の４会場で開催いたしました。またテーマを

絞った展示会も各地で積極的に開催いたしました。更に昨年実施し好評を得ました「外食セミナー」は、「激動する

外食市場の勝ち組の条件」をテーマに３会場で実施いたしました。

　営業面では、自社ブランド「イースト・ビー」商品の販売拡大に努めるとともに、調理済み加工食品や新メニュー

などといったお客様のお役に立てる商品・情報の提案を積極的に進めてまいりました。

　一方で社員に対する各種食材セミナーの開催、短期社外研修の継続実施により人材育成と提案力の向上を図ってま

いりました。

　営業基盤の拡大につきましては、全国を視野に入れた展開の一環として、３月に松江営業所（島根県松江市）、５

月に札幌支店（北海道石狩市）、別府営業所（大分県別府市）を新規出店いたしました。また６月に高知営業所を新

築移転、５月に世田谷営業所をＡ－プライス高井戸店内に移転致しました。

　当部門に属しております子会社につきましては、再編を含め抜本的な改革を進めてまいりましたが、その効果は下

期にずれ込むことになりました。

　以上の結果、当部門の売上高は536億79百万円（前年同期比6.3％増）となりました。

Ａ－プライス事業部門

　当部門（業務用食品現金卸売店舗）におきましては、食品の値上げが様々な形で影響を及ぼす中、主たる顧客であ

る中小の飲食店のお役に立てる商品や新メニューなどの情報の提供に努めてまいりました。

　具体的には、メニューの幅を広げるための「イタリア料理フェア」や「スイーツフェア」といった企画を全店で展

開し好評を得ることができました。また、仕入の利便性向上のため青果取扱い店舗を拡大（現在42店）させるととも

に、熊本南店においては青果に加えて精肉の取扱いを始めワンストップ仕入型の店舗といたしました。一方で、広告

宣伝費などの見直しを行い、更なる経費コントロールに注力してまいりました。
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　なお、当中間期においては、５月に所沢店（埼玉県所沢市）、川越店（埼玉県川越市）、仙川店（東京都調布市）、

６月にせんげん台店（埼玉県春日部市）の不採算店４店を閉店いたしましたが、これにより収益力向上につとめてま

いります。これら閉鎖店舗の商圏・顧客については近隣既存店でフォローいたしました。また、２月に東大分店、４

月に岡山南店、６月に大牟田店及び熊本南店を改装実施いたしました。

　以上の結果、店舗数は86店となり、既存店売上高は前年同期比0.6％増加したものの前年同期と比較して店舗数が６

店減少した影響などで、売上高は164億93百万円（前年同期比1.9％減）となりました。

食品スーパー事業部門

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

域の冷蔵庫」を事業コンセプトに、地域で信頼され支持される店作りに継続して取組んでまいりました。ガソリンが

高騰する状況下にあっては、こうした地域密着型の店舗は手軽に利用できる店舗として支持をいただいております。

　商品面では、生鮮三品・日配品・惣菜など日々の食材の鮮度・品質の保持に努めてまいりました。特に農産部門に

おきましては、自社農園で収穫した野菜を神戸地区全店で販売できるようになり、お客様には地産地消を実践するも

のとして好評いただいております。

　営業面では、安全性に対するニーズに対応するため、価格管理、消費期限管理、産地管理や欠品管理といった基本

の徹底と買物しやすい売場作りを推進してまいりました。また、価格帯毎のアイテム数管理を徹底し、主力・重点商

品の買上点数アップを推進してまいりました。

　当中間期においては、５月に太宰府店（福岡県太宰府市）を新規出店いたしました。その結果、店舗数は46店舗と

なりました。また、改装につきましては、３月に須磨店（兵庫県神戸市）を実施いたしました。

　以上の結果、既存店売上高は前年同期比1.2％の増加となり、それに新店効果が加わり当事業部門の売上高は148億

２百万円（前年同期比2.5％増）となりました。

　②当期の見通し

　今後の国内経済の見通しにつきましては、米国発の景気減速が欧州などに拡大しつつある影響に加え、原油価格や

穀物相場も予断を許さない状況が続くなど、不透明感が強く推移するものと思われます。当社を取り巻く環境も、こ

うした経済環境の影響を受け、個人消費の落ち込みや商品原価をはじめとする様々なコストの上昇など厳しい状況が

続くことが懸念されます。

　こうしたなか、当社は８月１日をもって持株会社体制に移行いたします。ディストリビューター事業とＡ－プライ

ス事業を株式会社トーホーフードサービスが、食品スーパー事業を株式会社トーホーストアが、そして本社などのシェ

アードサービスを株式会社トーホービジネスサービスがそれぞれ引き継ぎますが、今後は、持株会社体制に移行する

ことで持続的成長と収益力の向上、組織の活性化と人材の活性化、顧客・現場視点の経営、コンプライアンス（法令

順守）と適時情報開示、スピード経営を推進し、グループとしての一層の企業価値向上を目指してまいります。

　ディストリビューター事業部門では、お客様のニーズに沿った商品、サービスの充実を図り、既存店の深耕ととも

に新規顧客獲得を積極的に進め地域シェアの拡大につとめるとともに、全国展開を視野に入れた営業基盤の強化を継

続してまいります。

　具体的には、プライベートブランド商品や専門食材の積極的な開発投入を継続してまいります。また、業態別の販

促やテーマ別展示会開催など、お客様の課題解決型営業を推進してまいります。なお、恒例の展示商談会を首都圏で

は初めて11月に東京で開催致します。またＡ－プライス店舗との共同取組みによる新しいサービスをもった店舗形態

の導入にも取り組んでまいります。各種研修の充実や業種別専門職の育成などを継続実施し営業力の強化を図ってま

いります。

　仕入価格の上昇や運賃などの経常的な経費の上昇に対しましては、生産性の向上や経費の見直しなどによる社内体

質の強化で対処してまいります。営業拠点の拡充につきましては、静岡県に静岡支店を開設する一方で、首都圏の営

業拠点の再編を行います。

　子会社につきましては、引き続き売上高の拡大を図るとともに、売上総利益の確保とコストダウンに継続的に取り

組み収益体質への脱却を図ってまいります。また、株式会社トーホー・パワーラークスでの業務用ワンストップ型店

舗の開発、桂食品工業株式会社による北関東地区の業務用市場開拓を急いでまいります。

　Ａ－プライス事業部門では、プロの食材の店として飲食店の様々なニーズに応えることができるよう、品揃えや営

業スタイル、社内体質の強化に努めてまいります。

　地域にあった食材の品揃え強化を継続的に進める一方で、特に生鮮品の品揃え強化につきましては、青果取り扱い

店舗数の拡大とともに、新たに精肉の取り扱いを試行してまいります。また、鮮魚に対するニーズに対しましては、

インターネット通販サイト「にっぽん地魚紀行」を活用して対応しておりますが、これを一層強化してまいります。

一方、メーカーとタイアップした時節に応じた販売促進企画の継続強化に加え、イタリア料理フェアなどお客様のメ

ニュー作りに役立つ各種フェアを定期的に開催するなど店内営業の強化に努めてまいります。
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　社内体質の強化につきましては、様々な面での値上げが予想されることから引き続き経費コントロールを実施して

まいります。

　また、不振店については重点的に適切な対策を講じながら収益改善を図ってまいります。

　食品スーパー事業部門では、商品値上げの動きやオーバーストア状況のなか商品政策や価格政策を中心に大変難し

い経営環境が予想されますが、当事業部の強みである地域に密着した店舗運営を一層強化し、お客様からの支持の拡

大に努めてまいります。

　商品面では、商品開発力及び産地開発力の強化に努め、品質を重視した鮮度感のある商品やヘルシー商品など、品

揃えの幅を広げることでお客さまに商品を選ぶ楽しさを提供し、来店頻度の向上と買上点数の増加を図ってまいりま

す。

　営業面では「お客様視点」に立ち、当社の主力セールでありますイベント企画、商品催事、地域催事などの販促強

化とともに、商圏特性を加味した販売計画を充実してまいります。また、それらを支える人材育成の一層の充実を図

り、お客さまにより満足頂ける販売に努めてまいります。食品スーパー業界の基本であります「安心・安全」につい

ては、今後ともなお一層徹底して取り組み、日々変化するお客様のニーズにリアルタイム対応してまいります。

　以上により、当期の連結業績見通しといたしましては、売上高1,750億円（前期比5.1％増）、営業利益25億50百万

円（同3.3％増）、経常利益26億円（同11.2％増）、当期純利益10億円（同21.8％増）を予定しております。

(2）財政状態に関する分析

　①当中間期の連結財政状態の概況            

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

当中間期 前期 増減

総資産 70,065 67,250 2,814

負債 50,023 48,033 1,989

純資産 20,041 19,217 824

・総資産 

　当中間期末の総資産は前期末に比べ28億14百万円増加し、700億65百万円となりました。手元流動性（現金及び預金、

有価証券、有価証券運用信託、現先の合計）が前期末比11億23百万円増加し、105億51百万円となったこと、また、受

取手形及び売掛金が季節要因もあり前期末比８億83百万円増加し、126億81百万円となったことが主な要因です。また、

新規連結子会社ののれん（無形固定資産）２億69百万円を計上いたしました。

・負債

　当中間期末の負債は前期末に比べ19億89百万円増加し、500億23百万円となりました。大きく変動したのは、有利子

負債（長期借入金、短期借入金の合計）と支払手形及び買掛金です。有利子負債は前期末比４億21百万円増加し、260

億97百万円となりました。また、支払手形及び買掛金は受取手形及び売掛金と同様、季節要因で前期末比９億53百万

円増加し、196億45百万円となりました。また、店舗等の閉鎖に伴う損失に対する引当として事業所閉鎖等引当金（流

動負債）２億88百万円を計上いたしました。

・純資産

　当中間期末の純資産は前期末に比べ８億24百万円増加し、200億41百万円となりました。当中間期の純利益による増

加４億95百万円がある一方で前期末の期末配当２億７百万円（１株につき４円）による減少がありました。自己資本

比率は当中間期末では28.6％と前期末の28.5％に比べ0.1ポイント上昇、前中間期末の27.8％に比べ0.8ポイント上昇

しました。
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　②当中間期の連結キャッシュ・フローの概況

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

当中間期 前中間期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,592 1,185 406

投資活動によるキャッシュ・フロー △552 273 △826

財務活動によるキャッシュ・フロー △204 949 △1,153

現金及び現金同等物中間期末残高 4,333 5,307 △973

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 　営業活動によるキャッシュ・フローは、15億92百万円の収入（前年同期11億85百万円の収入）となりました。法人

税等の還付金２億27百万円等もあり、前年同期に比べ、４億６百万円増加いたしました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 　ディストリビューター営業所新設３営業所、新築移転１営業所、食品スーパー新店１店等、設備投資を実施する一

方で新規連結子会社の株式取得による支出１億86百万円、孫会社の株式売却による収入１億72百万円など、グループ

再編を進めました。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは５億52百万円の支出（前年同期２億73百万円の

収入）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　金融機関より45億円長期借入による資金調達を実施しました。有利子負債（短期借入金・長期借入金の合計）は前

期に比べ４億21百万円増加いたしましたが、前年同期と比べると13億49百万円減少いたしました。一方、期末配当（１

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

は、２億４百万円の支出（前年同期９億49百万円の収入）となりました。

　以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、８億23百万円増加

し、43億33百万円となりました。 

キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成19年７月期 平成20年７月期 平成18年１月期 平成19年１月期 平成20年１月期

中間 中間 期末 期末 期末

自己資本比率（％） 27.8 28.6 27.7 28.1 28.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
28.7 25.1 31.5 31.6 25.8

債務償還年数（年） － － 9.3 20.5 10.5

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
9.7 9.5 13.7 6.4 9.1

　（注）  自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

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

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※１いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※２自己資本:純資産－新株予約権－少数株主持分

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

ります。

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

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

定含む）」の合計です。また、利払いは連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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

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

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

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

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

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

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

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

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

す。

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

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

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

します。

(4）事業等のリスク

　最近の有価証券報告書（平成20年４月25日提出）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ております。

２．企業集団の状況
　当社グループは、当社と子会社11社（うち１社は非連結会社）で構成されており、業務用食品から家庭用食品（一般

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

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

ディストリビューター事業

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

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

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

ております。

Ａ－プライス事業

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

イス事業部がこの業務を行っております。

食品スーパー事業

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

務を行っております。

　なお、当社は平成20年８月１日に会社分割を実施し、当社のディストリビューター事業及びＡ－プライス事業を㈱トー

ホーフードサービスが、食品スーパー事業を㈱トーホーストアが、本社などのシェアードビジネスを㈱トーホービジネ

スサービスがそれぞれ引き継ぎます。事業を引き継ぐ３社は、すべて新設会社です。

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

会社名 主な事業内容 摘要

㈱トーホー
業務用食品の外食産業向けの卸売業と、生鮮食品を中心とした食品

スーパーを営んでおります。

連結財務諸表

提出会社

㈱ＴＳＫ
不動産及び倉庫用設備機器の賃貸・仲介及び管理業を営んでおりま

す。
連結子会社

㈱エヌオーシー 珈琲の販売業を営んでおります。 連結子会社

㈱大辰水産 水産物の卸売業を営んでおります。 連結子会社

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

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

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

ダイタツ㈱
大阪中央卸売市場東部市場の買参人であり、水産物の卸売業を営ん

でおります。
連結子会社

㈱トーホー・パワーラークス 酒類や生鮮・加工食品を中心とした食品スーパーを営んでおります。連結子会社

桂食品工業㈱ 業務用食品の外食産業向けの卸売業を営んでおります。 連結子会社

(有)柳沢商店 酒類の卸売業を営んでおります。 連結子会社

㈱アクト・デリカ 平成20年７月に解散し、10月清算予定であります。 非連結子会社

　以上の企業集団について図示すると次のとおりであります。

 

商品の供給 

㈱ Ｔ Ｓ Ｋ 
店舗及び倉庫の賃貸・仲介・管理 

水産物の卸売 
㈱ 大 辰 水 産 

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

家 庭 用 食 品 の 販 売 

桂 食 品 工 業 ㈱ 

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

㈱ ア ス ピ ッ ト 
業務支援ｼｽﾃﾑの販売 

 

一 

 

般 

 

消 

 

費 

 

者 

 

外 

 

食 

 

産 

 

業 

 

等 

㈱フィナンシャル･アドバイス 
年金のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

ダ イ タ ツ ㈱ 
商品の供給 

酒類・生鮮食品・加工食品の販売 
㈲ 柳 沢 商 店 

㈱トーホー・パワーラークス 

業務用食材の卸売 

㈱アクト・デリカ 

酒類の卸売 
㈲ 柳 沢 商 店 ㈲ 柳 沢 商 店 

　（注）　桂食品工業㈱、㈲柳沢商店、㈱トーホー・パワーラークス、㈱大辰水産、ダイタツ㈱及び㈱アスピットと㈱トー

ホー（連結財務諸表提出会社）との営業取引は僅少であります。

　なお、最近の有価証券報告書（平成20年４月25日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため「関

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

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

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

ルラウンドプレーヤー」を目指し事業を拡大してまいりました。

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

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

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

を増大させるものであるとの考えであります。

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

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

ります。

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

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

(2）目標とする経営指標

　目標とする経営指標として次の２つを掲げております。

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

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

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

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

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

組んでまいります。

(3）中長期的な経営戦略と対処すべき課題

　当社グループは、具体的経営戦略を次の項目と位置付け、取組んでまいります。

【１．持続的成長と収益力の向上】

① 営業基盤の強化拡充

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

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

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

② ブランドの戦略的育成

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

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

ダイレクトに反映し、常に安定した品質の商品を提供するため、当社グループ独自ブランド商品「イースト・ビー」、

「スマイルシェフ」の開発に積極的に取組んでまいります。また、食品スーパー事業部門では、品質を重視した「く

らしアイ」ブランドを積極的に投入してまいります。

③ 新規事業の育成

　食文化に貢献する企業として、従来より健康補助食品事業の拡大に取組んでまいりましたが、更に今後の社会構造

の変化や消費者ニーズの多様化に対応すべく、既存事業のリノベーションと共に、新たな可能性を持つ新規事業の萌

芽を大切にし、育成してまいります。

【２．組織の活性化と人材の活性化】

①　組織の見直しと活性化

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

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

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

作りに取組んでまいります。

② 人材発掘・人材育成

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

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

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

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

発を行うべく「ポジティブ・アクション・プログラム」の推進にも取組んでまいります。
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【３．顧客・現場視点の経営】

① 安心・安全及び健康への継続的取組み

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

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

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

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

供してまいります。

② マーケティング機能の強化

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

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

③ 全社ナレッジマネジメントとの取組み

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

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

図ってまいります。

【４．コンプライアンス(法令遵守)と適時情報開示】

① 強固なガバナンス体制の確立

　継続的な成長のため、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる持株会社体制に移行し、業務執行のスピードアッ

プと強化並びに次代を担う経営者の育成を促進いたします。また、社外取締役による取締役会の活性化、社外監査役

による経営監査・監督機能の強化及び経営の透明性の向上を図るとともに、取締役会の中に位置付けたガバナンス委

員会により指名・報酬の公平性を高めてまいります。併せて、内部統制を更に強化し、業務の有効性や効率性を高め

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

② ＣＳＲへの積極的な取組み

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

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

認証を取得し、その後逐次対象を拡大いたしております。

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

を取得するなど、更なる食品安全に関わる管理体制の強化、リスクマネジメントの徹底、責任の明確化を実現してま

いります。

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

【５．スピード経営】

①スピード経営の実践

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

株会社体制への移行により権限委譲を更に進め、組織毎の決断のスピードと実行のスピードの両方を上げ、組織経営

の徹底を図ってまいります。

② Ｍ＆Ａ戦略の強化

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

業とのシナジーが期待できる企業とのアライアンスを、積極的に活用してまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 3,309,863 4,408,468 2,909,395

２．受取手形及び売掛
金

12,392,097 12,681,498 11,798,432

３．有価証券 3,178,429 2,132,580 1,894,662

４．有価証券運用信託 3,709,175 4,010,884 4,024,959

５．たな卸資産 7,074,297 7,614,798 7,190,120

６．その他 ※３ 2,981,448 2,164,254 2,743,318

７．貸倒引当金 △73,754 △60,862 △66,556

流動資産合計 32,571,557 46.8 32,951,621 47.0 30,494,332 45.3

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※1,2 9,678,891 10,242,345 10,233,391

(2）土地 ※２ 15,124,160 15,091,349 15,091,349

(3）その他 ※１ 2,348,225 1,796,589 1,945,749

有形固定資産合計 27,151,277 27,130,284 27,270,490

２．無形固定資産

(1）のれん － 269,855 －

(2）その他 320,764 281,687 280,147

無形固定資産合計 320,764 551,542 280,147

３．投資その他の資産

(1）差入敷金 6,228,131 6,083,921 6,356,071

(2）その他 3,499,831 3,584,090 3,054,414

(3）貸倒引当金 △225,616 △236,411 △204,984

投資その他の資産
合計

9,502,346 9,431,600 9,205,500

固定資産合計 36,974,388 53.2 37,113,427 53.0 36,756,138 54.7

資産合計 69,545,946 100.0 70,065,049 100.0 67,250,470 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛
金

 18,561,062 19,645,718 18,692,010

２．短期借入金 7,193,000 7,126,516 7,038,000

３．未払法人税等 430,650 519,604 89,897

４．賞与引当金 459,171 447,614 369,443

５．ポイント引当金 － 103,411 114,400

６．事業所閉鎖等引当
金

－ 288,219 －

７．その他 2,224,046 2,292,914 2,238,594

流動負債合計 28,867,930 41.5 30,423,998 43.4 28,542,345 42.4
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前中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 20,254,000 18,971,000 18,638,000

２．役員退職慰労引当
金

11,350 6,600 12,600

３．退職給付引当金 282,454 41,460 144,146

４．事業所閉鎖等引当
金

161,290 61,290 95,609

５．その他 592,666 518,764 600,508

固定負債合計 21,301,761 30.6 19,599,115 28.0 19,490,865 29.0

負債合計 50,169,691 72.1 50,023,113 71.4 48,033,211 71.4

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  5,344,774 7.7 5,344,774 7.6 5,344,774 8.0

２．資本剰余金  5,041,862 7.2 5,041,861 7.2 5,041,862 7.5

３．利益剰余金  9,862,212 14.2 10,787,953 15.4 9,960,218 14.8

４．自己株式  △1,269,803 △1.8 △1,317,353 △1.9 △1,316,549 △2.0

株主資本合計  18,979,045 27.3 19,857,235 28.3 19,030,306 28.3

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評
価差額金

 329,188 0.5 141,426 0.2 172,288 0.3

２．繰延ヘッジ損益  6,238 0.0 14,373 0.0 △6,062 △0.0

評価・換算差額等合
計

 335,426 0.5 155,799 0.2 166,225 0.3

Ⅲ　少数株主持分  61,782 0.1 28,900 0.1 20,726 0.0

純資産合計  19,376,254 27.9 20,041,935 28.6 19,217,259 28.6

負債純資産合計  69,545,946 100.0 70,065,049 100.0 67,250,470 100.0

㈱トーホー（8142）平成 21 年１月期　中間決算短信

－ 12 －



(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 81,736,164 100.0 84,975,255 100.0 166,553,891 100.0

Ⅱ　売上原価 65,059,219 79.6 67,722,320 79.7 132,331,267 79.5

売上総利益 16,676,944 20.4 17,252,935 20.3 34,222,623 20.5

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

１．運賃・荷造費 1,538,907 1,555,464 3,115,653

２．販売促進費 897,803 935,960 1,868,862

３．貸倒引当金繰
入額

28,629 24,672 27,667

４．退職給付引当
金繰入額

104,347 125,526 206,009

５．従業員給与 5,579,585 5,816,943 11,196,170

６．従業員賞与 517,620 535,016 1,827,445

７．賞与引当金繰
入額

459,171 431,541 366,843

８．福利厚生費 888,969 887,832 1,816,203

９．旅費交通費 513,484 523,242 1,038,535

10．水道光熱費 767,688 780,726 1,596,667

11．リース料 494,601 478,673 976,332

12．減価償却費 547,142 613,021 1,140,980

13．地代家賃 1,686,900 1,774,029 3,376,316

14．その他 1,543,851 15,568,704 19.0 1,673,792 16,156,443 19.0 3,201,412 31,755,098 19.0

営業利益 1,108,240 1.4 1,096,491 1.3 2,467,525 1.5

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 68,151 63,353 132,963

２．受取配当金 26,738 43,351 45,469

３．その他 121,231 216,122 0.2 125,032 231,737 0.3 240,285 418,718 0.2

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 117,555 158,341 264,539

２．有価証券売却
損

15,334 52,604 252,851

３．その他 9,991 142,880 0.2 18,058 229,004 0.3 30,847 548,239 0.3

経常利益 1,181,481 1.4 1,099,224 1.3 2,338,005 1.4
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前中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

１．関係会社株式
売却益

－ 113,098 －

２．その他 10,211 10,211 0.0 11,872 124,970 0.1 17,945 17,945 0.0

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却
損

※１ 20,330 15,856 56,208

２．店舗閉鎖損 ※２ 26,364 47,039 259,931

３．減損損失 ※３ 73,189 11,929 161,616

４．事業所閉鎖等
引当金繰入額

52,305 286,863 10,225

５．その他 49,742 221,931 0.3 101,601 463,291 0.5 242,507 730,488 0.4

税金等調整前
中間（当期）
純利益

969,761 1.1 760,903 0.9 1,625,461 1.0

法人税、住民
税及び事業税

367,757 299,092 549,798

法人税等調整
額

78,230 445,987 0.5 △42,580 256,511 0.3 241,423 791,221 0.5

少数株主利益
（減算）

8,690 0.0 8,400 0.0 13,102 0.0

中間（当期）
純利益

515,082 0.6 495,990 0.6 821,138 0.5

㈱トーホー（8142）平成 21 年１月期　中間決算短信

－ 14 －



(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19年２月１日　至平成19年７月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年１月31日　残高

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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △208,067  △208,067

中間純利益   515,082  515,082

自己株式の取得    △1,814 △1,814

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 307,015 △1,814 305,201

平成19年７月31日　残高

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

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損
益

評価・換算差
額等合計

平成19年１月31日　残高

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

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △208,067

中間純利益     515,082

自己株式の取得     △1,814

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
24,403 △16,974 7,428 11,121 18,550

中間連結会計期間中の変動額合計

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

平成19年７月31日　残高

（千円）
329,188 6,238 335,426 61,782 19,376,254
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当中間連結会計期間（自平成20年２月１日　至平成20年７月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年１月31日　残高

（千円）
5,344,774 5,041,862 9,960,218 △1,316,549 19,030,306

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △207,567  △207,567

中間純利益   495,990  495,990

自己株式の取得    △987 △987

自己株式の処分  △33  182 149

自己株式の処分差損の振替  31 △31  －

連結除外による増加   539,343  539,343

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）
－ △1 827,734 △804 826,928

平成20年７月31日　残高

（千円）
5,344,774 5,041,861 10,787,953 △1,317,353 19,857,235

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損
益

評価・換算差
額等合計

平成20年１月31日　残高

（千円）
172,288 △6,062 166,225 20,726 19,217,259

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △207,567

中間純利益     495,990

自己株式の取得     △987

自己株式の処分     149

自己株式の処分差損の振替     －

連結除外による増加     539,343

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）
△30,861 20,435 △10,425 8,173 △2,252

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△30,861 20,435 △10,425 8,173 824,676

平成20年７月31日　残高

（千円）
141,426 14,373 155,799 28,900 20,041,935
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成19年２月１日　至平成20年１月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △416,116  △416,116

当期純利益   821,138  821,138

自己株式の取得    △48,559 △48,559

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）

－ － 405,021 △48,559 356,462

平成20年１月31日　残高（千円） 5,344,774 5,041,862 9,960,218 △1,316,549 19,030,306

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △416,116

当期純利益     821,138

自己株式の取得     △48,559

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△132,497 △29,275 △161,772 △29,933 △191,705

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△132,497 △29,275 △161,772 △29,933 164,756

平成20年１月31日　残高（千円） 172,288 △6,062 166,225 20,726 19,217,259
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間(当
期)純利益

969,761 760,903 1,625,461

減価償却費 609,078 663,598 1,265,689

減損損失 73,189 11,929 161,616

固定資産処分損 25,320 11,515 81,504

有価証券評価損 142,259 57,216 417,485

デリバティブ取引評
価益（△）・評価損

△4,205 19,839 △23,690

貸倒引当金の増加
額・減少額（△）

△20,765 22,573 △33,594

役員退職慰労引当金
の増加額・減少額
（△）

850 △6,000 2,100

退職給付引当金の減
少額

△114,135 △102,685 △252,443

役員賞与引当金の減
少額

△25,300 △300 △25,000

賞与引当金の増加
額・減少額（△）

90,835 73,065 △1,493

受取利息及び配当金 △94,890 △106,704 △178,433

有価証券売却益 △126,925 △4,612 △165,030

支払利息 117,555 158,341 264,539

その他金融収益の増
加額(△)・減少額

22,401 △13,188 △17,612

売上債権の増加額
（△）・減少額

△541,788 △602,007 52,556

たな卸資産の増加額
（△）・減少額

△43,513 △347,016 155,623

その他債権の増加額
（△）・減少額

△10,176 △67,331 15,101

仕入債務の増加額 693,788 734,186 155,780

その他債務の増加額 111,354 210,173 103,374

未払消費税の減少額 △1,062 △27,897 △17,486

その他 △121,860 98,814 13,346

小計 1,751,772 1,544,414 3,599,395
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前中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

法人税等の支払額 △491,808 △96,096 △1,014,092

法人税等の還付額　 － 227,367 －

利息及び配当金の受
取額

71,487 62,386 118,771

利息の支払額 △121,730 △167,331 △269,297

その他金融収益入金
額・その他金融費用
支払額（△）

△23,923 21,884 6,907

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,185,797 1,592,624 2,441,684

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

△13,020 △3,017 △18,020

定期預金の払戻によ
る収入

38,025 3,009 43,025

有価証券運用信託の
設定による支出

△100,000 △200,000 △600,000

 有価証券運用信託の
解約による収入

－ 200,000 －

有価証券の取得によ
る支出

△213,766 △797,220 △421,793

有価証券の売却によ
る収入

968,245 578,785 1,419,251

固定資産の取得によ
る支出

△618,165 △683,196 △1,450,932

固定資産の売却等に
よる収入

230,866 396,217 482,518

投資有価証券の取得
による支出

△15,856 △37,004 △47,478

投資有価証券の売却
等による収入

－ 4,047 2,130

貸付金の貸付による
支出

△2,500 － △2,500

貸付金の回収による
収入

61 － 45,061

新規連結子会社の株
式取得による支出　

※２ － △186,752 △27,472

孫会社の株式売却に
よる収入　

※３ － 172,313 －

少数株主からの株式
取得による支出　

－ － △45,000
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前中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

非連結子会社の解散
に伴う収入　

－ － 10,253

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

273,890 △552,817 △610,956

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の純増加
額・純減少額（△）

△708 93,516 △708

長期借入による収入 3,700,000 4,500,000 6,000,000

長期借入金の返済に
よる支出

△2,542,684 △4,589,511 △6,753,684

少数株主からの払込
による収入

2,500 － 2,500

自己株式の取得によ
る支出

△1,814 △987 △48,559

自己株式の売却によ
る収入

－ 149 －

配当金の支払額 △208,080 △207,578 △416,100

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

949,212 △204,411 △1,216,553

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

988 307 △919

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額又は減少額

2,409,888 835,703 613,255

Ⅵ　現金及び現金同等物期
首残高

2,897,220 3,510,475 2,897,220

Ⅶ　連結除外によるキャッ
シュの減少

－ △12,451 －

Ⅷ　現金及び現金同等物中
間期末(期末)残高

※１ 5,307,108 4,333,727 3,510,475
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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19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１．連結の範囲に関す

る事項

(1）当社の連結子会社は、９社（㈱大

久横山、㈱ＴＳＫ、㈱エヌオーシー、

㈱アクト・デリカ、㈱大辰水産、サ

ンエバー㈱、㈱アスピット、㈱フィ

ナンシャル・アドバイス、ダイタツ

㈱）であります。

　　上記のうち、ダイタツ㈱について

は、当中間連結会計期間において新

たに設立したため、連結の範囲に含

めております。

(1）当社の連結子会社は、10社（㈱Ｔ

ＳＫ、㈱エヌオーシー、㈱大辰水産、

サンエバー㈱、㈱アスピット、㈱

フィナンシャル・アドバイス、ダイ

タツ㈱、㈱トーホー・パワーラーク

ス、桂食品工業㈱、(有)柳沢商店）

であります。

　　上記のうち、桂食品工業㈱及び

(有)柳沢商店については、当中間連

結会計期間において新たに株式を取

得したため、連結の範囲に含めてお

ります。

(1) 当社の連結子会社は、９社（㈱Ｔ

ＳＫ、㈱エヌオーシー、㈱アクト・

デリカ、㈱大辰水産、サンエバー㈱、

㈱アスピット、㈱フィナンシャル・

アドバイス、ダイタツ㈱、㈱トー

ホー・パワーラークス）であります。

    なお、ダイタツ㈱を平成19年６月

に設立、㈱トーホー・パワーラーク

スの株式を平成20年１月に取得し、

それぞれ新たに連結子会社といたし

ました。

(2）非連結子会社

　非連結子会社が１社（㈱ダイタ

ツ）あります。㈱ダイタツは小規模

であり純資産額も少なく、かつ、平

成15年２月より営業を休止し重要性

が乏しいため、連結の範囲から除外

しております。

(2）非連結子会社

　非連結子会社が１社（㈱アクト・

デリカ）あります。㈱アクト・デリ

カは平成20年７月に解散、10月清算

予定であるため連結の範囲から除外

しております。

(2）非連結子会社

　当連結会計年度において連結の範

囲から除いていた非連結子会社㈱ダ

イタツは平成19年10月に清算いたし

ました。また、連結子会社であった

㈱大久横山は平成19年12月に当社へ

営業の全部を譲渡、平成20年１月に

解散、４月清算予定であり、かつ、

資産・負債も少額であるため非連結

子会社といたしました。

２．持分法の適用に関

する事項

　持分法の適用会社はありません。

　非連結子会社については、連結中間

純損益及び利益剰余金等に与える影響

が軽微であるため、持分法は適用して

おりません。

　同左 　持分法の適用会社はありません。

　非連結子会社については、連結当期

純損益及び利益剰余金等に与える影響

が軽微であるため、持分法は適用して

おりません。

３．連結子会社の中間

決算日（決算日）等

に関する事項

　連結子会社９社の中間決算日は７月

31日であり中間連結決算日に一致して

おります。

　連結子会社の中間決算日が中間連結

決算日と異なる会社は桂食品工業㈱及

び(有)柳沢商店であります。

　中間連結財務諸表の作成にあたって

は、株式取得を行った６月30日を支配

獲得日とし、貸借対照表のみを連結し

ております。なお、中間連結決算日ま

での期間に発生した連結会社間の重要

な取引はありません。

　連結子会社の決算日が連結決算日と

異なる会社は次のとおりであります。

会社名：㈱トーホー・パワーラークス

決算日：12月31日

　当該連結子会社の決算日と連結決算

日との差は３ヶ月以内であるため、当

該連結子会社の事業年度に係る財務諸

表を基礎として連結を行っております。

　なお、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。

４．会計処理基準に関

する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法

①　有価証券

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均

法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法

①　有価証券

売買目的有価証券

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法

①　有価証券

売買目的有価証券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

③　有価証券運用信託

時価法

③　有価証券運用信託

同左

③　有価証券運用信託

同左

④　たな卸資産

商品

ディストリビューター事業及

びＡ－プライス事業

当社は月別総平均法による

原価法、その他の連結子会

社は、主として最終仕入原

価法によっております。

④　たな卸資産

商品

ディストリビューター事業及

びＡ－プライス事業

同左

④　たな卸資産

商品

ディストリビューター事業及

びＡ－プライス事業

同左

食品スーパー事業

売価還元法による原価法。

ただし、生鮮食品等一部商

品については最終仕入原価

法によっております。

食品スーパー事業

同左

食品スーパー事業

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①  有形固定資産

　適用状況は次のとおりでありま

す。　

(2）重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①  有形固定資産

　適用状況は次のとおりでありま

す。　

(2）重要な減価償却資産の減価償却の

方法

①  有形固定資産

　適用状況は次のとおりでありま

す。　

建物（建物附属設備を
除く）

定額法

その他の
有形固定
資産

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

定額法

上記以外の
もの

定率法

建物（建物附属設備を
除く）

定額法

その他の
有形固定
資産

当社の鳥栖
コーヒー工
場、鳥栖食
品加工セン
ターに所在
するもの及
び主要な電
算機器、㈱
ＴＳＫの所
有するもの
全て並びに
サンエバー
㈱の一部工
場に所在す
るもの

定額法

上記以外の
もの

定率法

建物（建物附属設備を
除く）

定額法

その他の
有形固定
資産

当社の鳥栖
コーヒー工
場、鳥栖食
品加工セン
ターに所在
するもの及
び主要な電
算機器、㈱
ＴＳＫの所
有するもの
全て並びに
サンエバー
㈱の一部工
場に所在す
るもの

定額法

上記以外の
もの

定率法

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物…７～47年

機械装置及び運搬具・器具備品…

４～16年

　（会計方針の変更）

　　　法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４月

１日以後に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更してお

ります。

　　　これに伴う損益の影響は軽微で

あります。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物…７～47年

機械装置及び運搬具・器具備品…

４～16年

　（追加情報）

　　　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

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、減価償却費

に含めて計上しております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物及び構築物…７～47年

機械装置及び運搬具・器具備品…

４～16年

（会計方針の変更）　

　　　法人税法の改正に伴い、当連結

会計年度より、平成19年４月１日

以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　　　これに伴う損益の影響は軽微で

あります。

　　　これにより営業利益、経常利益、

税金等調整前中間純利益が14,209

千円それぞれ減少しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

②　無形固定資産

　定額法によっております。なお、

ソフトウェア（自社利用）につい

ては、社内における見込利用可能

期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

②  無形固定資産

　  同左

②　無形固定資産

  　同左 

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売上債権及び貸付金その他これ

らに準ずる債権の貸倒れによる損

失に備えるため、信用度に応じて

グルーピングを行い貸倒実績率を

見込み、グルーピングした以外の

特定の債権については、回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に

充てるため、将来の支給見込額の

うち当中間連結会計期間の負担額

を計上しております。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与に

充てるため、将来の支給見込額の

うち当連結会計年度の負担額を計

上しております。

③　役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金を適正に期間損

益に配分するため、一部の連結子

会社では、内規に基づく当中間連

結会計期間末要支給額の100％相

当額を役員退職慰労引当金として

計上しております。 

③　役員退職慰労引当金

同左

③　役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金を適正に期間損

益に配分するため、一部の連結子

会社では、内規に基づく当連結会

計年度末要支給額の100％相当額

を役員退職慰労引当金として計上

しております。

④　退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当中間連結会計期間末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間末

において発生していると認められ

る額を計上しております。なお、

当社における一部の短期契約社員

等異なった退職金規定に基づく社

員及び一部連結子会社については

簡便法によっております。

④　退職給付引当金

      同左

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計

上しております。

　なお、当社における一部の短期

契約社員等異なった退職金規定に

基づく社員及び一部連結子会社に

ついては簡便法によっております。

⑤　事業所閉鎖等引当金

  賃借店舗の営業撤退に伴う損失

に備えるため、その損失見込額を

見積り計上しております。

⑤　事業所閉鎖等引当金

 　 同左

⑤　事業所閉鎖等引当金

      同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

───── ⑥　ポイント引当金

　当社及び一部の連結子会社は、

顧客の購入実績に応じて付与する

ポイント制度に基づき、将来のポ

イント使用による費用の発生に備

えるため、過去の実績を基礎にし

て当中間連結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。

　なお、ポイント使用率を合理的

に見積もることが前下半期におい

て可能となったことから、前下半

期よりポイント引当金を計上して

おります。

⑥　ポイント引当金（新設）

　当社及び一部の連結子会社は、

顧客の購入実績に応じて付与する

ポイント制度に基づき、将来のポ

イント使用による費用の発生に備

えるため、過去の実績を基礎にし

て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）

　ポイント使用率を合理的に見積

もることが下半期において可能と

なったことから、より適正な期間

損益計算を行うため、ポイント引

当金を計上することといたしまし

た。

　この結果、特別損失として

101,400千円計上したことにより、

税金等調整前当期純利益は

101,400千円減少しております。

(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　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、特例処理の要件を満

たしている金利スワップに関して

は、特例処理を採用しております。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…長期借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　当社は、事業活動に伴い発生す

る為替、金利の変動リスクを回避

するためデリバティブ取引を行っ

ております。その実行及び運用は

デリバティブ取引管理規程に基づ

き行われ、リスク管理しておりま

す。上記ヘッジ手段の金利スワッ

プは、借入金金利の変動リスクを

回避する目的のものであります。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間におけるヘッジ対象

の相場変動又はキャッシュ・フ

ロー変動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フロー変

動の累計を比較し、両者の変動額

等を基礎として有効性を判定して

おります。ただし、特例処理の要

件を満たしている金利スワップに

ついては、ヘッジ有効性判定を省

略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

(6）その他中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

  同左

(6）その他連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

  同左

５．のれんの償却 ───── 　のれんの償却については、10年間の

均等償却を行っております。

─────

６．中間連結キャッ

シュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・

フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

　  同左   　同左

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19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

───── ─────  （企業結合に係る会計基準及び事業分離等

に関する会計基準）

    　当連結会計年度より、企業結合に係る会

計基準（企業会計審議会　平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年12月27日

　企業会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準委員会　最終改

正平成19年11月15日　企業会計基準適用指

針第10号）を適用しております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「未払役員退職慰

労金」（当中間連結会計期間末の残高は162,300千円）は、当中間連

結会計期間末において資産の総額の100分の５以下のため、固定負債

の「その他」に含めて表示することとしました。

─────

（中間連結損益計算書）

   前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「役員退職慰労

引当金繰入額」（当中間連結会計期間の金額は850千円）は、少額で

あるため販売費及び一般管理費「その他」に含めて表示することとし

ました。

─────

追加情報

前中間連結会計期間（自平成19年２月１日　至平成19年７月31日）

　Ａ－プライス事業部門においては、売上ポイント（平成17年８月より新売上ポイント制に順次切替）を発行し、

顧客が一定のポイントを獲得すれば値引金券を発行する制度を採用しており、発行金券の未使用分については、未

払金として計上しております。しかし、発生ポイントの金券未発行残のうち、金券発行見込額については、見積額

を計上するにはデータが不充分なため、当中間連結会計期間においては計上しておりません。当連結会計年度末に

はデータ量も充分となり、質的にもシステムを整備して把握可能となるため、金券発行見積高を引当金として計上

する予定であります。

当中間連結会計期間（自平成20年２月１日　至平成20年７月31日）

（会社分割による持株会社への移行）

  当社は、平成20年３月19日開催の当社取締役会において、当社をそれぞれ新設する３社（㈱トーホーフードサー

ビス、㈱トーホーストア、㈱トーホービジネスサービス）に承継させる新設分割を決議し、平成20年４月24日開催

の定時株主総会において承認可決され、平成20年８月１日に会社分割を実施いたしました。詳細につきましては、

「４．中間連結財務諸表　注記事項（企業結合等関係）」をご参照ください。

前連結会計年度（自平成19年２月１日　至平成20年１月31日）

  該当事項はありません。

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

項目
前中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年７月31日）

前連結会計年度末
（平成20年１月31日）

※１　有形固定資産 (千円) (千円) (千円)

減価償却累計額 14,613,518 15,691,078 15,147,263

※２　担保提供資産 (千円) (千円) (千円)

建物

土地

計

1,124,807

2,887,372

4,012,180

1,077,696

2,887,372

3,965,069

1,102,088

2,887,372

3,989,460

対応する債務

長期借入金

（１年内返済予定長

期借入金を含む）

732,000 620,000 676,000
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項目
前中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年７月31日）

前連結会計年度末
（平成20年１月31日）

※３　 　流動資産「その他」には、現

先取引による短期貸付金996,508

千円が含まれております。当該

現先取引に係る担保受入有価証

券の時価は996,600千円でありま

す。

───── 　流動資産「その他」には、現

先取引による短期貸付金599,223

千円が含まれております。当該

現先取引に係る担保受入有価証

券の時価は599,210千円でありま

す。

コミットメントライン契約

　当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、取引金融機関

（15社）との間でコミットメン

トライン契約を締結しておりま

す。

─────   当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため、取引金融機関（16

社）との間でコミットメントライ

ン契約を締結しております。

(千円) (千円) 

契約極度額

借入実行額

差引額

6,000,000

－

6,000,000

6,000,000

－

6,000,000

（中間連結損益計算書関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※１

固定資産除却損　

この内訳は次のとお

りであります。

(千円)

建物及び構築物 1,544

機械装置及び運搬具 8,062

器具備品 4,546

その他 6,176

計 20,330

(千円)

建物及び構築物 6,907

機械装置及び運搬具 1,995

器具備品 2,122

その他 4,832

計 15,856

(千円)

建物及び構築物 6,582

機械装置及び運搬具 10,507

器具備品 9,607

その他 29,510

計 56,208

※２

店舗閉鎖損

この内訳は次のとお

りであります。

(千円)

建物及び構築物 10,385

機械装置及び運搬具 492

器具備品 288

店舗撤去費用 15,197

計 26,364

(千円)

建物及び構築物 －

機械装置及び運搬具 －

器具備品 490

店舗撤去費用 46,548

計 47,039

(千円)

建物及び構築物 46,759

機械装置及び運搬具 737

器具備品 4,747

店舗撤去費用 207,687

計 259,931

※３

減損損失

　当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上いたしました。 

用途 場所 種類

 店舗  兵庫県他  建物他

  当社グループは、店舗、事業所をグ

ルーピングの最小単位としております。

また、遊休資産につきましては、個々

の物件を最小単位にしております。

  その結果、店舗につきましては収益

性の低下により帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を次のとお

り特別損失に計上しております。

 　　　　　　　（単位：百万円）

用途
建物及び

構築物
その他

 店舗 53 19

　なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

すべて零円で評価しております。

　当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上いたしました。 

用途 場所 種類

 店舗  兵庫県  建物他

  当社グループは、店舗、事業所をグ

ルーピングの最小単位としております。

また、遊休資産につきましては、個々

の物件を最小単位にしております。

  その結果、店舗につきましては収益

性の低下により帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を次のとお

り特別損失に計上しております。

 　　　　　　　（単位：千円）

用途 建物及び構築物

 店舗 11,929

　なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、

すべて零円で評価しております。

　当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損

失を計上いたしました。

用途 場所 種類

 店舗  兵庫県他  土地、建物他

  当社グループは、店舗、事業所をグ

ルーピングの最小単位としております。

また、遊休資産につきましては、個々の

物件を最小単位にしております。

  その結果、店舗につきましては地価の

著しい下落及び収益性の低下により帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を次のとおり特別損失に計上してお

ります。

 　　　　　　　（単位：千円）

用途
建物及び

構築物
土地 その他

 店舗 108,990 32,810 19,815

　なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しており、土

地につきましては固定資産税評価額を基

礎として算定した公示価格相当額、建物

については固定資産税評価額、構築物及

び機械装置については零円で評価してお

ります。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年７月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

 株式数（株）

当中間連結会計期間

 増加株式数（株）

当中間連結会計期間

 減少株式数（株）

当中間連結会計期間末　

 株式数（株）

 発行済株式

 普通株式 55,060,834 － － 55,060,834

合計 55,060,834 － － 55,060,834

 自己株式

 普通株式（注） 3,044,034 4,590 － 3,048,624

合計 3,044,034 4,590 － 3,048,624

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

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

 （円）
基準日 効力発生日

 平成19年４月26日

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

 

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

決議 株式の種類
配当金の総額

　（千円）　
配当の原資

１株当たり配

当額（円）
基準日 効力発生日

 平成19年９月20日

取締役会
普通株式 208,048  利益剰余金 4  平成19年７月31日  平成19年10月10日

当中間連結会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20年７月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

 株式数（株）

当中間連結会計期間

 増加株式数（株）

当中間連結会計期間

 減少株式数（株）

当中間連結会計期間末　

 株式数（株）

 発行済株式

 普通株式 55,060,834 － － 55,060,834

合計 55,060,834 － － 55,060,834

 自己株式

普通株式（注）1,2 3,168,844 2,919 440 3,171,323

合計 3,168,844 2,919 440 3,171,323

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加2,919株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少440株は、単元未満株式の買増しによる減少であります。
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２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

 （円）
基準日 効力発生日

 平成20年４月24日

定時株主総会
普通株式 207,567 4  平成20年１月31日  平成20年４月25日

 

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

決議 株式の種類
配当金の総額

　（千円）　
配当の原資

１株当たり配

当額（円）
基準日 効力発生日

 平成20年９月17日

取締役会
普通株式 207,558  利益剰余金 4  平成20年７月31日  平成20年10月14日

前連結会計年度（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式

普通株式 55,060,834 － － 55,060,834

合計 55,060,834 － － 55,060,834

自己株式

普通株式（注） 3,044,034 124,810 － 3,168,844

合計 3,044,034 124,810 － 3,168,844

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加124,810株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加117,000株、単元

未満株式の買取りによる増加7,810株であります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月26日

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

平成19年９月20日

取締役会
　普通株式 208,048 4 平成19年7月31日 平成19年10月10日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年４月24日

定時株主総会
 普通株式 207,567 利益剰余金 4 平成20年１月31日 平成20年４月25日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

※１　現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高と中間連

結貸借対照表（連結貸借対照

表）に掲記されている科目の

金額との関係

(千円) (千円) (千円)

現金及び預金勘定

有価証券勘定

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金

価格変動リスクのある株式

等有価証券

現先（流動資産「その

他」）

現金及び現金同等物

3,309,863

3,178,429

△8,009

△2,169,683

996,508

5,307,108

4,408,468

2,132,580

△83,243

△2,124,077

－

4,333,727

2,909,395

1,894,662

△8,009

△1,884,796

599,223

3,510,475

※２　株式の取得により新たに

連結子会社となった会社の資産

及び負債の主な内訳　

───── 株式取得により新たに桂食品工業株

式会社及びその子会社有限会社柳沢

商店を連結子会社とした際の資産及

び負債の内訳並びに当該会社の株式

取得による支出（純額）との関係　

　　　　

　単位：千円

　桂食品工業株式会社及び有限

会社柳沢商店の合計

流動資産 659,298

固定資産 164,667

流動負債 △813,764

のれん 269,855

株式の取得価額 280,058

新規連結子会社の現

金及び現金同等物
△93,306

新規連結子会社の株

式取得による支出
186,752

 

株式取得により新たに株式会社

トーホー・パワーラークスを連結

子会社とした際の資産及び負債の

内訳並びに同社の株式取得による

支出（純額）との関係　　　　　

　　　　

　　　　　　　　　単位：千円

流動資産 667,813

固定資産 519,617

流動負債 △758,302

固定負債 △140,000

負ののれん △1,128

株式の取得価額 288,000

新規連結子会社の現

金及び現金同等物
△260,527

新規連結子会社の株

式取得による支出
27,472

※３　この内容は次のとおりで

す。

─────　 株式会社アクト・デリカが事業譲渡

のため新設分割により新設した会社

の株式売却による収入であります。

　

─────　
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（リース取引関係）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

１．リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引

(1）リース物件の取得価額

相当額、減価償却累計額

相当額及び中間期末（期

末）残高相当額

有形固定資産（その他）
（千円） （千円） （千円）

取得価額相当額

減価償却累計額相当額

中間期末（期末）残高

相当額

3,609,707

2,573,607

1,036,099

2,557,636

1,623,350

934,285

3,046,258

2,052,610

993,647

(2）未経過リース料中間期

末（期末）残高相当額 （千円） （千円） （千円）

１年内

１年超

計

438,113

614,042

1,052,155

372,980

576,119

949,099

408,841

602,070

1,010,912

（注）未経過リース料中間期末残高

相当額の算定は、支払利息相当

額を控除したものであります。

  同左 （注）未経過リース料期末残高相当

額の算定は、支払利息相当額を

控除したものであります。

(3）支払リース料、減価償

却費相当額及び支払利息

相当額 （千円） （千円） （千円）

支払リース料

減価償却費相当額

支払利息相当額

272,997

262,230

10,840

240,473

229,313

10,233

528,197

504,710

21,505

(4）減価償却費相当額の算

定方法

　リース期間を耐用年数とし残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。

  同左   同左

(5）利息相当額の算定方法 　リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。

  同左   同左

２．オペレーティング・リー

ス取引

（店舗等の賃借料でリース

期間内に解約不能のもの）

未経過リース料 （千円） （千円） （千円）

１年内

１年超

計

470,616

2,455,529

2,926,146

445,566

2,316,714

2,762,281

443,787

2,218,714

2,662,502
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末

（平成19年７月31日）

当中間連結会計期間末

（平成20年７月31日）

前連結会計年度末

（平成20年１月31日）

取得原価

（千円）

中間連結貸

借対照表計

上額

（千円）

差額

（千円）

取得原価

（千円）

中間連結貸

借対照表計

上額

（千円）

差額

（千円）

取得原価

（千円）

連結貸借対

照表計上額

（千円）

差額

（千円）

(1）株式 1,123,478 1,677,913 554,434 1,178,392 1,401,743 223,351 1,132,605 1,421,898 289,293

(2）債券

 国債・地方債

等
10,994 10,984 △10 7,998 8,056 57 7,998 8,216 218

 社債 － － － － － － － － －

 その他 － － － － － － － － －

(3）その他

 投資信託 － － － 1,887 1,489 △398 － － －

合計 1,134,473 1,688,897 554,424 1,188,277 1,411,288 223,010 1,140,603 1,430,115 289,512

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

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

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前中間連結会計期間末

（平成19年７月31日）

当中間連結会計期間末

（平成20年７月31日）

前連結会計年度末

（平成20年１月31日）

中間連結貸借対照表計上額

（千円）

中間連結貸借対照表計上額

（千円）

連結貸借対照表計上額

（千円）

その他有価証券

非上場株式 159,998 203,378 179,878

非上場社債 － 2,000 －

　合計 159,998 205,378 179,878
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（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

１．通貨関連

種類

前中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年７月31日）

前連結会計年度末
（平成20年１月31日）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

為替予約取引

買建

米ドル 172,824 175,531 2,706 62,630 64,097 1,467 － － －

ユーロ 45,333 48,471 3,137 16,451 16,660 208 47,376 47,221 △154

売建

米ドル 143,204 139,609 3,594 － － － － － －

ユーロ 366,780 370,807 △4,026 321,100 333,239 △12,139 353,555 346,278 7,277

カナダドル 55,494 55,111 383 － － － － － －

ＮＺドル 90,290 89,815 475 － － － － － －

豪ドル 49,608 50,140 △531 － － － － － －

スワップ取引

受取米ドル・

支払円
971,220 60,062 60,062 854,220 18,501 18,501 971,220 25,213 25,213

受取円・支払

米ドル
235,900 △5,414 △5,414 340,650 12,612 12,612 235,900 10,964 10,964

受取ユーロ・

支払円
294,360 32,228 32,228 294,360 42,579 42,579 294,360 26,326 26,326

－ － 92,615 － － 63,230 － － 69,628

２．金利関連

種類

前中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年７月31日）

前連結会計年度末
（平成20年１月31日）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

スワップ取引

受取固定・支払

変動

米ドル

ドル

15,000,000 △31,429 △31,429

ドル

15,000,000 31,647 31,647

ドル

15,000,000 58,294 58,294

円 3,000,000 △6,060 △6,060 3,500,000 5,247 5,247 3,000,000 11,597 11,597

受取変動・支払

固定

米ドル

ドル

5,000,000 10,867 10,867

ドル

15,000,000 △5,116 △5,116

ドル

15,000,000 △27,470 △27,470

円 3,000,000 47,325 47,325 3,500,000 22,335 22,335 3,000,000 20,755 20,755

－ － 20,703 － － 54,114 － － 63,176

　（注）　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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３．株式関連

種類

前中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年７月31日）

前連結会計年度末
（平成20年１月31日）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

オプション取引

売建　コール － － － 3,169 2,444 724 － － －

－ － － － － 724 － － －

４．債券関連

種類

前中間連結会計期間末
（平成19年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年７月31日）

前連結会計年度末
（平成20年１月31日）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

長期国債先物取引

売建 － － － － － － 272,210 275,500 △3,290

－ － － － － － － － △3,290

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自平成19年２月１日　至平成19年７月31日）

 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。

当中間連結会計期間（自平成20年２月１日　至平成20年７月31日）

 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。

前連結会計年度（自平成19年２月１日　至平成20年１月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成15年ストック・オプション

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

ストック・オプション数

（注）

普通株式

　　　3,922,000株

付与日 平成15年７月30日

権利確定条件 特に定めておりません。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間
自　平成19年７月１日

 至　平成22年６月30日

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

式分割をしており、ストック・オプションの数は、上記分割を考慮した数になっております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

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

式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成15年ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 3,922,000

付与 －

失効 －

権利確定 3,922,000

未確定残 －

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 3,922,000

権利行使 －

失効 －

未行使残 3,922,000

②　単価情報

平成15年ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 444

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） －

（企業結合等関係）

前中間連結会計期間（自平成19年２月１日　至平成19年７月31日）

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成20年２月１日　至平成20年７月31日）

 （共通支配下の取引等）

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取

引の目的を含む取引の概要

  当社は、平成20年３月19日開催の当社取締役会において、当社をそれぞれ新設する以下の３社に承継させる新設分割

を決議し、平成20年４月24日開催の定時株主総会において承認可決され、平成20年８月１日に会社分割を実施いたしま

した。

　なお、当社は、引き続き上場会社となります。

(1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

　　株式会社トーホーが営んでいた業務用食品の卸販売事業、食品スーパー事業、各種事務の受託業

(2）企業結合の法的形式

　　分社型新設分割

(3）結合後企業の名称及び取引の概要

商号 株式会社トーホーフードサービス 株式会社トーホーストア 株式会社トーホービジネスサービス

対象となった事業内容 業務用食品の卸販売事業 食品スーパー事業 各種事務の受託
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(4）取引の目的

  当社は、「食を通して社会に貢献する」を経営理念に業務用食品から家庭用食品（一般食品）まで食品全般を幅広く

取扱いユーザーへ販売する事業を営んでおります。

  当社の属する食品卸・小売業界をとりまく環境は目まぐるしく変化し、スピード化しております。この環境変化に的

確且つ迅速に対応し、さらに各事業の競争力を強化するため、経営組織を各事業の独立採算意識の向上、権限委譲の推

進、客観的な事業・業績評価を可能とする方向へ移行する必要性があると判断し、様々な選択肢の中から持株会社制移

行を決定いたしました。

  この持株会社制移行により持続的成長と収益力の向上、組織の活性化と人材の活性化、顧客・現場視点の経営、コン

プライアンス（法令遵守）と適時情報開示、スピード経営を推進し、グループとしての企業価値の向上を目指してまい

ります。

２．実施した会計処理の概要

  本会社分割は、企業結合に係る会計基準（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正平成19年11月15日　企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共

通支配下の取引として会計処理を行う予定です。

前連結会計年度（自平成19年２月１日　至平成20年１月31日）

（共通支配下の取引等）

１．結合当事企業の名称及びその事業内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概

要

(1）結合当事企業の名称　　　株式会社トーホー（事業譲受会社）、株式会社大久横山（事業譲渡会社）

(2）対象となった事業の内容　酒類及び食料品の卸売業

(3）企業結合の法的形式　　　事業譲受

(4）企業結合後の名称　　　　変更ありません。

(5）取引の目的を含む取引の内容

   ① 事業譲受の目的　　　　当社において、全事業所での酒類販売の強化を目的とするものであります。

   ② 事業譲受日　　　　　　平成19年12月20日

２．実施した会計処理の概要

　当連結会計年度より、企業結合に係る会計基準（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正平成19年11月15日　企業会計基準適用指針第

10号）に基づき、「共通支配下の取引」として会計処理しております。

 （パーチェス法適用関係）

１．企業結合の概要

被取得企業の名称　　　　株式会社トーホー・パワーラークス（旧フレッシュすかいらーく株式会社）

被取得企業の事業内容　　酒類・加工食品小売

企業結合の主な理由　　　関東地区の営業基盤拡大

企業結合日　　　　　　　平成20年１月15日

企業結合の法的形式　　　株式取得による子会社化

取得した議決権比率　　　100.0％

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

  企業結合日が連結会計年度末日に近いため、連結財務諸表には被取得企業の業績は含まれておりません。

３．取得企業の取得原価及びその内訳 

被取得企業の取得原価　　288,000千円

取得原価の内訳　　　　　取得対価　現金288,000千円

４．発生したのれんの金額 

のれんの金額　負ののれん1,128千円

発生原因　　　企業結合時の時価純資産が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれんと認識いたしました。

償却方法及び償却期間　金額僅少のため一括償却
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５．企業結合日に受け入れた資産及び引受けた負債の額並びにその内訳  

流動資産   667,813千円

固定資産 519,617

資産計 1,187,431

流動負債 758,302

固定負債 140,000

負債計 898,302

６．取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名

　該当事項はありません。

７．当連結会計年度以降の会計処理方針

　被取得企業の決算日は12月31日ですが、連結決算日である１月31日に変更する予定です。

８．企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概

算額

　連結損益計算書に及ぼす影響は軽微であります。

　なお、当該注記は監査証明を受けておりません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成19年２月１日　至平成19年７月31日）

ＤＴＢ
（千円）

ＡＰ
（千円）

ＦＳＭ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

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

(2）セグメント間の内部売上高

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

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

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

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

　（注）１．事業区分の方法

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

ＳＭ）に区分しております。

２．各事業区分の主要な商品

(1）ＤＴＢ　……………　外食産業等に対する食材等

(2）ＡＰ　　……………　外食産業等に対する食材等

(3）ＦＳＭ　……………　食品及び雑貨

３．配賦不能営業費用はありません。

当中間連結会計期間（自平成20年２月１日　至平成20年７月31日）

ＤＴＢ
（千円）

ＡＰ
（千円）

ＦＳＭ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 53,679,513 16,493,347 14,802,394 84,975,255 － 84,975,255

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
637,521 － － 637,521 (637,521) －

計 54,317,034 16,493,347 14,802,394 85,612,776 (637,521) 84,975,255

営業費用 53,625,098 16,190,701 14,700,485 84,516,285 (637,521) 83,878,764

 営業利益 691,936 302,645 101,909 1,096,491 (－) 1,096,491

　（注）１．事業区分の方法

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

ＳＭ）に区分しております。

２．各事業区分の主要な商品

(1）ＤＴＢ　……………　外食産業等に対する食材等

(2）ＡＰ　　……………　外食産業等に対する食材等

(3）ＦＳＭ　……………　食品及び雑貨

３．配賦不能営業費用はありません。
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前連結会計年度（自平成19年２月１日　至平成20年１月31日）

ＤＴＢ
（千円）

ＡＰ
（千円）

ＦＳＭ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上

高
102,530,894 34,787,508 29,235,488 166,553,891 － 166,553,891

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,495,166 － 10,207 1,505,373 (1,505,373) －

計 104,026,060 34,787,508 29,245,695 168,059,264 (1,505,373) 166,553,891

営業費用 102,233,569 34,291,079 29,067,090 165,591,738 (1,505,373) 164,086,365

営業利益 1,792,491 496,428 178,605 2,467,525 (－) 2,467,525

　（注）１．事業区分の方法

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

ＳＭ）に区分しております。

２．各事業区分の主要な商品

(1）ＤＴＢ　……………　外食産業等に対する食材等

(2）ＡＰ　　……………　外食産業等に対する食材等

(3）ＦＳＭ　……………　食品及び雑貨

３．配賦不能営業費用はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

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

ないため、該当事項はありません。

㈱トーホー（8142）平成 21 年１月期　中間決算短信

－ 39 －



（１株当たり情報）

項目

前中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日

至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年２月１日

至　平成20年７月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年２月１日

至　平成20年１月31日）

１株当たり純資産額 371.34 円 385.69 円 369.93 円

１株当たり中間（当期）純利益金額 9.90 円 9.56 円 15.80 円

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額

　潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、希薄化効

果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

当社は、平成18年11月１日付で普

通株式１株につき２株の株式分割

を行っております。当該株式分割

が前期首に行われたと仮定した場

合における前中間連結会計期間の

１株当たり情報の各数値はそれぞ

れ以下のとおりであります。

１株当たり純資産額

357.54円

１株当たり中間純損失金額

6.88円

　潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、希薄化効

果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

  潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間末

（平成19年７月31日）

当中間連結会計期間末

（平成20年７月31日）

前連結会計年度末

（平成20年１月31日）

純資産の部の合計額（千円） 19,376,254 20,041,935 19,217,259

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円）
61,782 28,900 20,726

（うち少数株主持分） (61,782) (28,900) (20,726)

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産

額（千円）
19,314,472 20,013,035 19,196,532

１株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式数

 （株）

52,012,210 51,889,511 51,891,990

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

前中間連結会計期間

（自　平成19年２月１日

至　平成19年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年２月１日

至　平成20年７月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年２月１日

至　平成20年１月31日）

１株当たり中間(当期)純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 515,082 495,990 821,138

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
515,082 495,990 821,138

普通株式の期中平均株式数（株） 52,014,407 51,889,989 51,976,447

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要

平成15年４月24日の定時株主

総会において特別決議された

ストックオプション：1961個

同左 同左
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間（自平成19年２月１日　至平成19年７月31日）

 （株式の取得による会社等の買収）

　当社は、平成19年８月29日、株式会社すかいらーく（本社：東京都武蔵野市）との間で、同社の100%子会社である

フレッシュすかいらーく株式会社（本社：東京都日野市）の全株式を当社が譲り受けることに関して、基本合意し、

取締役会で決議いたしました。

１．目的

　フレッシュすかいらーく株式会社は、昭和60年４月に会社設立され、首都圏で酒類・加工食品等の小売５店舗を

展開しております。

　トーホーグループは、業務用食品から家庭用食品（一般食品）まで食品全般を幅広く取り扱い、ユーザーへ販売

する事業を営んでおり、同社を100%子会社化することで、既存事業との相乗効果も期待でき、関東地区における営

業基盤が一段と強固になります。

　以上の点から、トーホーグループの業容のさらなる拡大を図ることができると判断し、同社株式の取得に関する

基本合意に至ったものです。

２．株式取得の相手会社の名称

　株式会社すかいらーく

３．買収する会社の名称、事業内容、事業規模

　(1)名称　フレッシュすかいらーく株式会社

　(2)事業内容　全酒類・加工食品の小売業

　(3)事業規模　売上高6,839百万円（平成18年12月期実績）

　　　　　　　 従業員数（パート・アルバイト含む）162名（平成18年12月31日現在）

　　　　　　　 資本金　10百万円

４．株式取得の時期

　 平成19年11月頃の予定

５．取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

　    取得する株式の数　200株

　    取得価額　未定

　    持分比率　100％

６．その他

　  現時点では基本合意の段階であり、今後の交渉により株式譲渡契約の条件等が変更される可能性があります。

　　また、本件に伴う会計処理については企業結合会計に基づき処理いたします。

（自己株式の取得）

　当社は、平成19年９月26日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由

　機動的な資本政策を遂行するため、自己株式を取得するものであります。

２．取得の内容

　(1)取得する株式の種類　当社普通株式

　(2)取得する株式の総数　500,000株（上限）（発行済株式総数に対する割合　0.9％）

　(3)株式の取得価額の総額　200,000千円（上限）

　(4)取得する期間　平成19年10月１日から平成19年12月31日まで

　(5)取得方法　市場からの取得

（事業の譲受け）

　当社は、平成19年10月15日開催の取締役会において当社の完全子会社である株式会社大久横山の事業の全部を譲受

ける事業譲渡契約を締結することを決議いたしました。

　これは、株式会社大久横山の酒類卸事業について当社が事業譲渡を受け、グループの酒類販売事業を統合すること

により、当社グループとしての顧客層、信用力、ネットワークを利用して、業務提携業者同業者への酒類、またプラ

イベートブランド酒類の拡販等に繋げていくなど、小売・卸売の両面で酒類販売事業を拡大、発展させていくために

実施するものであります。
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　なお、本事業譲渡契約書は当社が酒類卸免許の取得手続きの完了により効力発生となります。また、株式会社大久

横山については、事業譲渡後解散いたします（解散予定日：平成20年１月）。

１．譲受ける資産負債の額　未定

２．譲受けの時期　 未定（当社が酒類卸免許を取得した後）

３．その他　本件に伴う会計処理については企業結合会計基準に基づき処理いたします。

当中間連結会計期間（自平成20年２月１日　至平成20年７月31日）

（会社分割による持株会社への移行）

  当社は、平成20年３月19日開催の当社取締役会において、当社をそれぞれ新設する３社（㈱トーホーフードサービ

ス、㈱トーホーストア、㈱トーホービジネスサービス）に承継させる新設分割を決議し、平成20年４月24日開催の定

時株主総会において承認可決され、平成20年８月１日に会社分割を実施いたしました。詳細につきましては、「４．

中間連結財務諸表　注記事項（企業結合等関係）」をご参照ください。
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５．中間個別財務諸表
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成19年７月31日）

当中間会計期間末
（平成20年７月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,863,933 3,759,974 2,327,506

２．受取手形 108,722 130,246 243,325

３．売掛金 11,537,355 12,047,332 11,360,830

４．有価証券 3,155,852 2,132,580 1,894,662

５．有価証券運用信託 3,709,175 4,010,884 4,024,959

６．たな卸資産 6,645,921 7,069,360 6,666,111

７．その他  3,213,184 2,735,606 2,796,638

８．貸倒引当金 △68,599 △55,134 △67,130

流動資産合計 31,165,546 44.7 31,830,850 46.3 29,246,903 43.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物  8,532,422 8,852,908 8,814,960

(2）土地  13,574,376 13,634,380 13,634,380

(3）その他  2,716,874 2,159,831 2,320,226

有形固定資産合計 24,823,674 35.7 24,647,120 35.9 24,769,567 37.0

２．無形固定資産 304,745 0.4 272,353 0.4 266,586 0.4

３．投資その他の資産

(1）関係会社長期貸
付金

3,688,600 1,362,600 2,891,500

(2）差入敷金 6,246,294 5,977,206 6,145,926

(3）その他 4,836,676 4,938,723 5,027,477

(4）貸倒引当金 △1,407,098 △300,091 △1,371,279

投資その他の資産
合計

13,364,472 19.2 11,978,438 17.4 12,693,624 18.9

固定資産合計 38,492,892 55.3 36,897,912 53.7 37,729,777 56.3

資産合計 69,658,439 100.0 68,728,762 100.0 66,976,681 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 17,666,072 18,745,719 17,869,774

２．短期借入金 7,193,000 7,126,516 7,038,000

３．未払法人税等 405,279 502,772 63,340

４．賞与引当金 442,000 428,000 357,000

５．ポイント引当金 － 89,500 94,600

６．事業所閉鎖等引当
金

－ 288,219 －

７．その他 2,063,249 2,068,681 2,065,550

流動負債合計 27,769,602 39.9 29,249,408 42.6 27,488,265 41.0

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 20,254,000 18,971,000 18,638,000

２．退職給付引当金 232,185 5,115 103,131

３．事業所閉鎖等引当
金

161,290 61,290 95,609
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前中間会計期間末
（平成19年７月31日）

当中間会計期間末
（平成20年７月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

４．その他 459,499 350,278 432,232

固定負債合計 21,106,976 30.3 19,387,683 28.2 19,268,972 28.8

負債合計 48,876,578 70.2 48,637,091 70.8 46,757,238 69.8

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  5,344,774 7.7 5,344,774 7.8 5,344,774 8.0

２．資本剰余金  

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

(2）その他資本剰余
金

 1 － 1

資本剰余金合計  5,041,862 7.2 5,041,861 7.3 5,041,862 7.5

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  563,966 563,966 563,966

(2）その他利益剰余
金

 

配当準備積立金  930,000 930,000 930,000

固定資産圧縮積
立金

 177,284 178,413 176,841

特別償却準備金  2,335 473 947

別途積立金  2,140,000 2,140,000 2,140,000

繰越利益剰余金  7,543,335 7,080,515 7,197,309

利益剰余金合計  11,356,921 16.3 10,893,368 15.8 11,009,064 16.5

４．自己株式  △1,269,803 △1.8 △1,317,353 △1.9 △1,316,549 △2.0

株主資本合計  20,473,755 29.4 19,962,651 29.0 20,079,153 30.0

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評
価差額金

 301,866 0.4 114,646 0.2 146,352 0.2

２．繰延ヘッジ損益  6,238 0.0 14,373 0.0 △6,062 △0.0

評価・換算差額等合
計

 308,105 0.4 129,019 0.2 140,289 0.2

純資産合計  20,781,860 29.8 20,091,670 29.2 20,219,442 30.2

負債純資産合計  69,658,439 100.0 68,728,762 100.0 66,976,681 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年２月１日
至　平成19年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年２月１日
至　平成20年７月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年２月１日
至　平成20年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 78,020,785 100.0 79,064,122 100.0 159,414,408 100.0

卸売部門  (63,568,676) (64,261,727) (130,168,712)

小売部門  (14,452,108) (14,802,394) (29,245,695)

Ⅱ　売上原価 62,481,476 80.1 63,229,518 80.0 127,367,384 79.9

卸売部門 (51,461,430) (52,012,310) (105,155,768)

小売部門 (11,020,045) (11,217,208) (22,211,616)

売上総利益 15,539,309 19.9 15,834,603 20.0 32,047,023 20.1

卸売部門 (12,107,246) (12,249,417) (25,012,944)

小売部門 (3,432,062) (3,585,186) (7,034,079)

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

14,484,003 18.5 14,666,225 18.5 29,613,101 18.6

営業利益 1,055,306 1.4 1,168,378 1.5 2,433,921 1.5

Ⅳ　営業外収益  236,931 0.3 222,542 0.3 462,593 0.3

Ⅴ　営業外費用  138,500 0.2 227,120 0.3 541,288 0.3

経常利益 1,153,737 1.5 1,163,800 1.5 2,355,226 1.5

Ⅵ　特別利益  14,110 0.0 3,904 0.0 13,057 0.0

Ⅶ　特別損失  651,056 0.9 579,482 0.8 1,909,438 1.2

税引前中間
(当期)純利益

516,791 0.6 588,222 0.7 458,844 0.3

法人税、住民
税及び事業税

341,784 282,764 504,371

法人税等調整
額

△85,888 255,895 0.3 213,554 496,319 0.6 △166,614 337,756 0.2

中間（当期）
純利益

260,896 0.3 91,903 0.1 121,088 0.1
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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19年２月１日　至平成19年７月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
資本
準備金

 
その他
資本
剰余金

 
資本
剰余金
合計

 
利益
準備金

 その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

配当準備
積立金

固定資産
圧縮積立

金

特別償却
準備金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年１月31日　残高

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

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し       △443   443 －

特別償却準備金の取崩し        △1,387  1,387 －

固定資産圧縮積立金の繰入       2,052   △2,052 －

剰余金の配当          △208,067 △208,067

中間純利益          260,896 260,896

自己株式の取得            

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
           

中間会計期間中の変動額合計

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

平成19年７月31日　残高

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

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額

等合計 

平成19年１月31日　残高

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

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

し
 －    －

特別償却準備金の取崩し  －    －

固定資産圧縮積立金の繰入  －    －

剰余金の配当  △208,067    △208,067

中間純利益  260,896    260,896

自己株式の取得 △1,814 △1,814    △1,814

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

  25,316 △16,974 8,342 8,342

中間会計期間中の変動額合計

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

平成19年７月31日　残高

（千円）
△1,269,803 20,473,755 301,866 6,238 308,105 20,781,860
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当中間会計期間（自平成20年２月１日　至平成20年７月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
資本
準備金

 
その他
資本
剰余金

 
資本
剰余金
合計

 
利益
準備金

 その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

配当準備
積立金

固定資産
圧縮積立

金

特別償却
準備金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成20年１月31日　残高

（千円）
5,344,774 5,041,861 1 5,041,862 563,966 930,000 176,841 947 2,140,000 7,197,309 11,009,064

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し       △480   480 －

特別償却準備金の取崩し        △473  473 －

固定資産圧縮積立金の繰入       2,052   △2,052 －

剰余金の配当          △207,567 △207,567

中間純利益          91,903 91,903

自己株式の取得           －

自己株式の処分   △33 △33       －

自己株式の処分差損の振替   31 31      △31 △31

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
           

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － △1 △1 － － 1,571 △473 － △116,794 △115,696

平成20年７月31日　残高

（千円）
5,344,774 5,041,861 － 5,041,861 563,966 930,000 178,413 473 2,140,000 7,080,515 10,893,368

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額

等合計 

平成20年１月31日　残高

（千円）
△1,316,549 20,079,153 146,352 △6,062 140,289 20,219,442

中間会計期間中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

し
 －    －

特別償却準備金の取崩し  －    －

固定資産圧縮積立金の繰入  －    －

剰余金の配当  △207,567    △207,567

中間純利益  91,903    91,903

自己株式の取得 △987 △987    △987

自己株式の処分 182 149    149

自己株式の処分差損の振替  －    －

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

  △31,705 20,435 △11,269 △11,269

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△804 △116,501 △31,705 20,435 △11,269 △127,771

平成20年７月31日　残高

（千円）
△1,317,353 19,962,651 114,646 14,373 129,019 20,091,670
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年２月１日　至平成20年１月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 
資本
準備金

 
その他
資本
剰余金

 
資本
剰余金
合計

 
利益
準備金

 その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

配当準備
積立金

固定資産
圧縮積立

金

特別償却
準備金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成19年１月31日　残高

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

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し       △887   887 －

特別償却準備金の取崩し        △2,775  2,775 －

固定資産圧縮積立金の繰入れ       2,052   △2,052 －

剰余金の配当          △416,116 △416,116

当期純利益          121,088 121,088

自己株式の取得            

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
           

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － － － － 1,164 △2,775 － △293,417 △295,027

平成20年１月31日残高

（千円）
5,344,774 5,041,861 1 5,041,862 563,966 930,000 176,841 947 2,140,000 7,197,309 11,009,064

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 
評価・換算差額等

合計 

平成19年１月31日　残高

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

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩し  －    －

特別償却準備金の取崩し  －    －

固定資産圧縮積立金の繰入れ  －    －

剰余金の配当  △416,116    △416,116

当期純利益  121,088    121,088

自己株式の取得 △48,559 △48,559    △48,559

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）
 － △130,197 △29,275 △159,472 △159,472

事業年度中の変動額合計

（千円）
△48,559 △343,587 △130,197 △29,275 △159,472 △503,060

平成20年１月31日　残高

（千円）
△1,316,549 20,079,153 146,352 △6,062 140,289 20,219,442

㈱トーホー（8142）平成 21 年１月期　中間決算短信

－ 48 －


