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(百万円未満切捨) 

１． 2008年８月中間期の業績（2008年２月21日 ～ 2008年８月20日） 

(１) 経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

 営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

  百万円    ％  百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

2008年８月中間期 47,523 6.9 △321 － △313 － △1,758 －
2007年８月中間期 44,443 △3.7 178 △73.1 306 △57.7 △497 －

2008年２月期 87,594 △3.1 153 △88.9 232 △84.8 △473 －

 
 

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 

2008年８月中間期 △146  63      －  － 

2007年８月中間期 △41  50     －  － 

2008年２月期 △39  50     －  － 

（参考）持分法投資損益 2008年８月中間期 － 百万円 2007年８月中間期 － 百万円 2008年２月期 － 百万円 
 
（２）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 
2008年８月中間期 30,720 2,514 8.2 209    69 
2007年８月中間期 28,520 4,681 16.4 390    39 

2008年２月期 28,432 4,231 14.9 352    86 

（参考）自己資本 2008年８月中間期 2,514百万円 2007年８月中間期4,681百万円 2008年２月期4,231百万円 
 
(３)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 
2008年８月中間期 1,117 △1,133 82  861 
2007年８月中間期  1,844 △1,267 △341 1,284 

2008年２月期  277 △2,038 1,507    795 

 
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 

2008年２月期 － － － － － － 

2009年２月期 － －          

2009年２月期（予想）   － － 
－   － 

 
３．2009年２月期の業績予想(2008年２月21日～2009年２月20日)   

 （％表示は対前期増減率）

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

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

通期 92,000 5.0 100 △34.9 100 △57.0    △1,500 ―     △125     08 



－  － ２

４. その他  

（１）中間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 

 

（２）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）2008年８月中間期 12,000,000株 2007年８月中間期 12,000,000株 2008年２月期 12,000,000株 

    ②期末自己株式数          2008年８月中間期    7,177株 2007年８月中間期    6,960株  2008年２月期   7,042株 

    （注）１株当たり中間（当期）純損失の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項  

   上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後、様々な要因に 

よって異なる場合があります。なお、業績予想に関連する事項につきましては４ページをご参照ください。 
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１.経営成績 
 

１．経営成績に関する分析 

（１）当中間期の経営成績 
当上半期におきましては、昨年来高騰を続けている原油価格がガソリンをはじめ製品価

格の上昇をもたらすとともに、原材料価格の高騰に伴い食料品や家庭用品の価格が上昇を

続けるなど、家計支出を大きく圧迫しております。また、当社が営業基盤とする北東北エ

リアにおいては、個人消費の停滞や競争環境の激化、少子高齢化に伴う人口減少など、一

層の厳しさを増しております。 
 このような中、当社は 『お客さまにとって、当たり前のことが当たり前にできるＤＮＡ

を確立しよう』 をスローガンとして、営業力の強化をはかるとともに新規の出店並びに既

存店の活性化に取り組んでまいりました。 
当中間期に新たに開設した店舗は４店舗で、2008 年３月に「浜田店」（青森県）、４月に

「本荘中央店」(秋田県)、５月に「たかのす店」(秋田県)、「平賀店」(青森県)であります。

一方、閉鎖した店舗は３店舗であります。 
その結果、当中間期末の店舗数は、青森県 25 店舗、秋田県 36 店舗、山形県 27 店舗、岩

手県１店舗の 89 店舗となりました。 
営業面におきましては、お客さまの生活防衛意識の高まりに対応して価格競争力の強化

をはかるとともに、青森県内の２店舗をディスカウント業態の「ザ ビッグ」として改装オ

ープンいたしました。また低価格・高品質のイオングループ開発商品「トップバリュ」の

拡販などに努めた結果、期間中の既存店売上高は対前年同中間期比 101.5%となりました。 
一方売上総利益面では、高い品質と低価格、高値入を実現した「トップバリュ」商品の

拡販に努めるとともに、値入率の改善、在庫の削減などに取り組みましたが、価格競争の

激化などにより、売上総利益率は前年同中間期の 23.7%から当中間期 22.5%へ 1.2 ポイント

の低下となりました。 
この売上総利益高の減少を吸収すべく経費の圧縮に努めましたが、新店４店舗の開設な

どもあり当初の経費予算を若干下回る圧縮に留まり、販売費及び一般管理費計は前年同中

間期比 6.7%の増加となりました。 
環境保全活動の取組みとしては、二酸化炭素削減の一環として買物袋持参運動に注力い

たしました。行政、消費者団体、小売各社とレジ袋無料配布見直しの協定を締結し、2008
年５月 30 日より東根市内１店舗、７月１日には山形市内３店舗で「レジ袋無料配布中止」

を開始いたしました。 
 以上の結果、当中間期の業績は以下のとおりとなりました。 
    営業収益      475 億 23 百万円（対前年同中間期比 106.9％） 
    営業損失         3 億 21 百万円 (前中間期は 1 億 78 百万円の営業利益） 

経常損失          3 億 13 百万円（前中間期は 3 億 6 百万円の経常利益） 
税引前中間純損失    5 億 91 百万円（前中間期は 6 億 86 百万円の税引前当期

純損失） 
    中間純損失      17 億 58 百万円（前中間期は 4 億 97 百万円の中間純損失） 
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部門別の状況 
≪食品部門≫ 
 食品部門では、原材料価格が上昇する中、加工食品グループを中心に購買頻度の高い商

品を「生活応援宣言」として継続的にお買い得価格で提供いたしました。また、内食需要

の増加を受け、手づくり関連商品や米飯関連商品などの販売を強化してまいりました。 
また、イオングループ開発商品の「トップバリュ」は、安全・安心への配慮とともに多

様化するお客さまニーズが反映されており、お客さまにより一層ご支持をいただける品目

の増加もあり、他社との差別化商品と位置づけ拡販に努めてまいりました。 
一方、水産品の消費低迷などにより計画どおりの進捗を図れなかったグループもあり、

その結果、当部門の売上高は 440 億 15 百万円（対前年同中間期比 107.5％）となりました。 
≪非食品部門≫ 

 非食品部門では、食品部門と同様に「トップバリュ」商品の拡販を行ってまいりました

が、異業種との競争もあり厳しい状況が続いております。 
 その結果、当部門の売上高は 24 億 33 百万円（対前年同中間期比 97.5％）となりました。 
≪その他≫ 
不動産賃貸収入等は、10 億 74 百万円（対前年同中間期比 105.6％）となりました。 
  

（２）通期の見通し 
通期につきましても、小売業を取り巻く経営環境は厳しいまま推移すると思われますが、

当社ではローコストオペレーションの徹底や商品力強化のための機構改革などにより営業

力・商品力の強化に努め、荒利益率の改善を図るとともに、より一層の経費の削減に努め

てまいります。 

下期の出店につきましては、2008 年９月開店の大曲福田店１店舗となる見込みです。ま

た、既存店の活性化投資を行うとともに、収益基盤の強化を図るため不振店舗については

業態転換やスクラップを進める計画であります。さらに既存店の競争力ある売場づくりと

それを支える人材育成を強化してまいります。 
以上により通期の見通しは、営業収益 920 億円（対前期比 105.0％）、営業利益 1 億円(対

前期比 65.1%)、経常利益 1 億円(対前期比 43.0％)、当期純損失 15 億円（前年実績は 4 億

73 百万円の当期純損失）を計上する見込みです。 
 

２．財政状態に関する分析 

当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前年同中間期末に比

べ 4 億 22 百万円減少し、当中間期末の資金残高は、8 億 61 百万円となりました。 
（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、11 億 17 百万円の収入（対前年同中間期比７億

26 百万円の減少）となりました。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）  
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当期は 4 店舗の新規開設及び 4 店舗の改装を行い、その結果、投資活動による支出は 11
億 33 百万円（対前年同中間期比 1 億 33 百万円減少）となりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動による収入は、82 百万円（対前年同中間期は 3 億 41 百万円の支出）となりま

した。 
 

【キャッシュ・フロー関連指標の推移】 
 第 36 期中間

2007 年 8 月期

第 37 期中間 
2008 年 8 月期 

第 36 期 
2008 年 2 月期

自己資本比率（％） 16.4 8.2 14.9
時価ベースの自己資本比率（％） 41.9 28.3 33.9
キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 1.9 4.0 32.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 48.5 21.3 3.1

自己資本比率：純資産／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
（注１）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 
（注３）有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）に計上されている負債のうち利子を

支払っている全ての負債を対象としております。 
 

３．利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主の皆さまへ安定した利益還元を継続して実施することを経営の重要政策と

して位置づけ、内部留保の充実と財務体質の強化を勘案しつつ、株主の皆さまに長期的か

つ安定的な利益還元に努めることを旨としておりますが、業績不振により誠に遺憾ながら

当期末の配当を見送りとさせていただきました。早期に業績の回復に向け取り組み、安定

配当できるよう努力してまいります。 

 

２.企業集団の状況 

 最近の有価証券報告書(2008 年５月 16 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。 
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３.経営方針 

 2008年２月期決算短信(2008年４月 7日開示)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。 

 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.mv-tohoku.co.jp/ 

  (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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【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（2007年８月20日） 
当中間会計期間末 

（2008年８月20日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（2008年２月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  1,284,805 861,867 795,626 

２．売掛金  473,331 859,495 411,021 

３．たな卸資産  2,299,089 2,587,423 2,263,892 

４．その他  1,039,508 1,591,055 1,018,046 

５．貸倒引当金  △2,121 △2,831 △2,014 

流動資産合計   5,094,613 17.9 5,897,011 19.2  4,486,573 15.8

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1) 建物  8,551,376 11,872,632 8,751,697 

(2) 構築物  1,566,939 2,147,199 1,497,896 

(3) 土地  5,637,730 5,367,994 5,623,911 

(4) その他  1,075,392 701,269 2,026,545 

有形固定資産合計  16,831,439 20,089,096 17,900,050 

２．無形固定資産  41,575 39,523 39,432 

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  1,972,847 1,204,777 1,146,391 

(2) 差入保証金 ※２ 2,249,323 2,221,715 2,271,529 

(3) その他  2,330,715 1,268,826 2,588,773 

投資その他の資産
合計 

 6,552,886 4,695,320 6,006,693 

固定資産合計   23,425,901 82.1 24,823,940 80.8  23,946,176 84.2

資産合計   28,520,514 100.0 30,720,951 100.0  28,432,749 100.0
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前中間会計期間末 

（2007年８月20日） 
当中間会計期間末 

（2008年８月20日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（2008年２月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  8,188,444 8,179,827 6,575,383 

２．短期借入金  4,105,600 6,015,200 5,295,200 

３．未払金  1,624,735 1,122,260 1,019,848 

４．設備支払手形  1,312,383 4,157,241 2,358,022 

５．賞与引当金  115,527 107,324 123,578 

６．役員賞与引当金  7,553 1,524 5,004 

７．閉店損失引当金  149,574 43,021 94,313 

８．その他  1,949,443 2,108,606 1,720,802 

流動負債合計   17,453,262 61.2 21,735,006 70.7  17,192,153 60.5

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金  3,011,400 3,034,000 3,671,600 

２．退職給付引当金  292,114 364,847 326,204 

３．閉店損失引当金  43,700 11,592 43,700 

４．預り保証金  2,077,035 2,155,894 2,073,016 

５．その他  961,065 904,891 894,292 

固定負債合計   6,385,315 22.4 6,471,226 21.1  7,008,813 24.6

負債合計   23,838,577 83.6 28,206,232 91.8  24,200,967 85.1
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前中間会計期間末 

（2007年８月20日） 
当中間会計期間末 

（2008年８月20日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（2008年２月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   1,335,000 4.7 1,335,000 4.3  1,335,000 4.7

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金  1,812,645 1,812,645 1,812,645 

資本剰余金合計   1,812,645 6.4 1,812,645 5.9  1,812,645 6.4

３．利益剰余金    

(1) 利益準備金  338,521 338,521 338,521 

(2) その他利益剰余
金 

   

固定資産圧縮積
立金 

 143,006 139,682 141,344 

別途積立金  550,000 300,000 550,000 

繰越利益剰余金  △134,021 △1,615,227 △108,390 

利益剰余金合計   897,506 3.1 △837,023 △2.7  921,475 3.2

４．自己株式   △6,618 △0.0 △6,795 △0.0  △6,700 △0.0

株主資本合計   4,038,533 14.2 2,303,825 7.5  4,062,419 14.3

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  643,404 2.2 210,893 0.7  169,362 0.6

評価・換算差額等合
計 

  643,404 2.2 210,893 0.7  169,362 0.6

純資産合計   4,681,937 16.4 2,514,719 8.2  4,231,782 14.9

負債純資産合計   28,520,514 100.0 30,720,951 100.0  28,432,749 100.0
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで） 

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで） 

前事業年度の要約損益計算書 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

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   43,425,624 100.0 46,448,934 100.0  85,563,427 100.0

Ⅱ 売上原価   33,157,076 76.3 35,990,252 77.5  65,269,569 76.3

売上総利益   10,268,548 23.7 10,458,682 22.5  20,293,858 23.7

Ⅲ その他営業収入   1,017,699 2.3 1,074,898 2.3  2,030,810 2.4

営業総利益   11,286,247 26.0 11,533,581 24.8  22,324,669 26.1

Ⅳ 販売費及び一般管理
費 

  11,108,041 25.6 11,855,431 25.5  22,170,940 25.9

営業利益又は営業
損失（△） 

  178,206 0.4 △321,850 △0.7  153,728 0.2

Ⅴ 営業外収益 ※１  175,226 0.4 98,379 0.2  254,513 0.3

Ⅵ 営業外費用 ※２  46,998 0.1 90,410 0.2  175,902 0.2

経常利益又は経常
損失（△） 

  306,434 0.7 △313,880 △0.7  232,339 0.3

Ⅶ 特別利益 ※３  51,278 0.1 354,307 0.8  789,567 0.9

Ⅷ 特別損失 ※4,5  1,044,169 2.4 632,254 1.4  1,570,522 1.8

税引前中間（当期）
純損失 

  △686,456 △1.6 △591,826 △1.3  △548,615 △0.6

法人税、住民税及
び事業税 

 39,345 37,345 123,041 

法人税等調整額  △228,132 △188,786 △0.4 1,129,326 1,166,672 2.5 △197,955 △74,914 △0.1

中間（当期）純損
失 

  △497,670 △1.2 △1,758,499 △3.8  △473,701 △0.5
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③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（2007年２月21日から2007年８月20日まで） 

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
固定資産圧
縮積立金 

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 

2007年２月20日残高（千円） 1,335,000 1,812,645 1,812,645 338,521 144,668 550,000 601,849 1,635,038 △6,559 4,776,124

中間会計期間中の変動額    

固定資産圧縮積立金の取崩   △1,661 1,661 ― ―

剰余金の配当   △239,862 △239,862 △239,862

中間純損失   △497,670 △497,670 △497,670

自己株式の取得    △59 △59

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

   

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

― ― ― ― △1,661 ― △735,870 △737,532 △59 △737,591

2007年８月20日残高（千円） 1,335,000 1,812,645 1,812,645 338,521 143,006 550,000 △134,021 897,506 △6,618 4,038,533

    

 
評価・換算差額等 

 その他有価
証券評価差
額金 

評価・換算
差額等合計 

純資産合計

2007年２月20日残高（千円） 961,761 961,761  5,737,886

中間会計期間中の変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩   ―

剰余金の配当   △239,862

中間純損失   △497,670

自己株式の取得   △59

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△318,357 △318,357 △318,357

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

△318,357 △318,357 △1,055,948

2007年８月20日残高（千円） 643,404 643,404 4,681,937
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当中間会計期間（2008年２月21日から2008年８月20日まで） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他剰余金  
資本金 

資本準備金 
資本剰余金
合計 

利益準備金
固定資産圧
縮積立金 

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 

2008年２月20日残高（千円） 1,335,000 1,812,645 1,812,645 338,521 141,344 550,000 △108,390 921,475 △6,700 4,062,419

中間会計期間中の変動額     

固定資産圧縮積立金の取崩   △1,661 1,661 ― ―

別途積立金の取崩   △250,000 250,000 ― ―

中間純損失   △1,758,499 △1,758,499 △1,758,499

自己株式の取得     △95 △95

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) 

― ― ― ― △1,661 △250,000 △1,506,837 △1,758,499 △95 △1,758,594

2008年８月20日残高（千円） 1,335,000 1,812,645 1,812,645 338,521 139,682 300,000 △1,615,227 △837,023 △6,795 2,303,825
     

 
評価・換算差額等 

 その他有価
証券評価差
額金 

評価・換算
差額等合計 

純資産合計

2008年２月20日残高（千円） 169,362 169,362  4,231,782

中間会計期間中の変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩   ―

剰余金の配当   ―

中間純損失   △1,758,499

自己株式の取得   △95

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

41,531 41,531 41,531

中間会計期間中の変動額合計 
（千円） 

41,531 41,531 △1,717,063

2008年８月20日残高（千円） 210,893 210,893 2,514,719
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前事業年度の要約株主資本等変動計算書（2007年２月21日から2008年２月20日まで） 

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
固定資産圧
縮積立金 

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 

2007年２月20日残高（千円） 1,335,000 1,812,645 1,812,645 338,521 144,668 550,000 601,849 1,635,038 △6,559 4,776,124

事業年度中の変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩  △3,323 3,323 ― ―

剰余金の配当  △239,862 △239,862 △239,862

当期純損失  △473,701 △473,701 △473,701

自己株式の取得   △141 △141

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） 

― ― ― ― △3,323 ― △710,239 △713,563 △141 △713,704

2008年２月20日残高（千円） 1,335,000 1,812,645 1,812,645 338,521 141,344 550,000 △108,390 921,475 △6,700 4,062,419

    
 

評価・換算差額等 

 その他有価
証券評価差
額金 

評価・換算
差額等合計 

純資産合計

2007年２月20日残高（千円） 961,761 961,761 5,737,886

事業年度中の変動額  

固定資産圧縮積立金の取崩  ―

剰余金の配当  △239,862

当期純損失  △473,701

自己株式の取得  △141

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△792,399 △792,399 △792,399

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△792,399 △792,399 △1,506,103

2008年２月20日残高（千円） 169,362 169,362 4,231,782
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで）

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで）

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 

    

税引前中間(当期)純
損失（△） 

 △686,456 △591,826 △548,615 

減価償却費  518,714 648,333 1,046,422 

減損損失  630,237 305,924 1,023,859 

貸倒引当金の増加額
又は減少額(△） 

 △178 816 △285 

賞与引当金の減少額  △16,536 △16,253 △8,485 

役員賞与引当金の減
少額 

 △471 △3,480 △3,020 

閉店損失引当金の増
加額又は減少額（△）

 117,897 △83,400 62,636 

退職給付引当金の増
加額 

 44,433 38,643 78,523 

役員退職慰労引当金
の減少額 

 △4,490 ― △4,440 

受取利息及び受取配
当金 

 △36,054 △26,482 △49,704 

支払利息  40,998 56,586 93,422 

有形固定資産売却益  △2,500 △18,169 △2,500 

有形固定資産除売却
損 

 124 972 2,315 

投資有価証券売却益  ― △106 △738,182 

土地収用法による補
償益 

 ― △331,026 ― 

その他の収益  △114,253 △78,491 △203,635 

その他の費用  21,289 39,565 8,822 

売上債権の増加額  △78,798 △448,473 △16,488 

たな卸資産の増加額  △169,801 △323,530 △134,605 

仕入債務の増加額又
は減少額（△） 

 1,390,779 1,604,444 △222,281 

未払金の増加額又は
減少額（△） 

 137,402 △15,757 182,710 

未払消費税等の減少
額 

 △97,369 ― △113,824 

その他債権の増加額
（△）又は減少額 

 44,138 △187,918 59,750 

その他債務の増加額
又は減少額（△） 

 324,240 450,228 △40,415 

小計  2,063,345 1,020,596 471,980 
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前中間会計期間 

（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで）

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

利息及び配当金の受
取額 

 32,422 23,722 45,042 

利息の支払額  △38,298 △52,391 △89,000 

土地収用法による補
償収入 

 ― 165,910 ― 

その他の収入  77,645 72,004 159,889 

その他の支出  △20,004 △27,403 △3,953 

法人税等の支払額  △332,143 △84,892 △367,668 

法人税等の還付額  61,071 ― 61,071 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 1,844,038 1,117,545 277,361 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

有形固定資産の取得
による支出 

 △1,236,954 △1,366,040 △2,652,840 

有形固定資産の売却
による収入 

 2,700 234,109 13,201 

投資有価証券の売却
による収入 

 ― 113 778,355 

差入保証金の預入に
よる支出 

 △61,989 △61,794 △75,519 

差入保証金の回収に
よる収入 

 20,022 88,606 81,205 

預り保証金の受入に
よる収入 

 152,446 245,159 259,410 

預り保証金の返済に
よる支出 

 △92,552 △163,447 △163,081 

その他投資活動によ
る支出 

 △50,999 △110,315 △278,946 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △1,267,327 △1,133,609 △2,038,215 
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前中間会計期間 

（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで）

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

短期借入金の純増加
額 

 400,000 720,000 1,320,000 

長期借入れによる収
入 

 ― ― 1,500,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

 △502,800 △637,600 △1,073,000 

配当金の支払額  △238,217 ― △239,549 

その他の財務活動に
よる支出 

 △59 △95 △141 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △341,077 82,304 1,507,308 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額又は減少額（△）

 235,634 66,240 △253,545 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 1,049,171 795,626 1,049,171 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 1,284,805 861,867 795,626 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（2007年２月21日から 
2008年８月20日まで） 

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで） 

前事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 ・時価のあるもの ・時価のあるもの ・時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

同左 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 ・時価のないもの ・時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2) たな卸資産 

 商品 商品 商品 

 「企業会計原則と関係諸法

令との調整に関する連続意

見書」第四に定める売価還

元平均原価法 

同左 同左 

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 最終仕入原価法 同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法 経済的耐用年数に基づく定額

法 

同左        同左 

  各資産別の経済的耐用年数と

して以下の年数を採用しており

ます。 

  

 建物 

（営業店舗）  20年～39年

（事務所）   38年～50年

（建物附属設備）３年～18年

構築物     ５年～39年

器具備品    ３年～20年

  

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2) 無形固定資産 

 定額法 同左 同左 

  なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法 

  

 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3) 長期前払費用 

 借地権……借地上の店舗の賃

借契約期間に基づ

く定額法 

借地権……同左 借地権……同左 

 その他……定額法（耐用年数

は主として５年）

その他……同左 その他……同左 
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項目 
前中間会計期間 

（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで） 

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで） 

前事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

  売上債権等の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、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し、

回収不能見込額を計上しており

ます。 

同左 同左 

 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額のうち

当中間会計期間に負担する金額

を計上しております。 

同左  従業員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額のうち

当事業年度に負担する金額を計

上しております。 

 (3) 役員賞与引当金 (3) 役員賞与引当金 (3）役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の

支給に備えるため、支給見込額

のうち当中間会計期間に負担す

る金額を計上しております。 

同左   役員に対して支給する賞与の

支給に備えるため、支給見込額

のうち当事業年度に負担する金

額を計上しております。 

 (4) 退職給付引当金 (4) 退職給付引当金 (4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、数理計算上の差異はそ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数（10年）

による定額法により翌事業年度

から費用処理することとしてお

ります。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当事業年度末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。 

 なお、数理計算上の差異はそ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数（10年）

による定額法により翌事業年度

から費用処理することとしてお

ります。 

 (5) 役員退職慰労引当金    (5)    ────── (5) 役員退職慰労引当金 

 ──────  ────── 

 （追加情報） 

従来、役員に対する退職慰労

金の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を役員退職

慰労引当金として計上しており

ましたが、2007年５月９日の定

時株主総会において、役員退職

慰労金制度の廃止を決議すると

ともに、役員の退任時に在任期

間に応じた退職慰労金を支給す

ることを決議いたしました。こ

れに伴い役員退職慰労金相当額

71,160千円を固定負債の「その

他」として計上しております。

 （追加情報） 

従来、役員に対する退職慰労金

の支出に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を役員退職慰

労引当金として計上しておりま

したが、2007年５月９日の定時

株主総会において、役員退職慰

労金制度の廃止を決議するとと

もに、役員の退任時に在任期間

に応じた退職慰労金を支給する

ことを決議いたしました。これ

に伴い役員退職慰労金相当額

71,160千円を固定負債の「その

他」として計上しております。
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項目 
前中間会計期間 

（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで） 

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで） 

前事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

 (6) 閉店損失引当金 (6) 閉店損失引当金 (6) 閉店損失引当金 

 

 

店舗閉店に伴い発生する損失

に備え、店舗閉店により合理的

に見込まれる中途解約違約金及

び原状回復費等の閉店関連損失

見込額を計上しております。 

同左 同左 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資としております。 

同左  キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資としております。 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 ６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

 なお、仮払消費税等と仮受消

費税等は、相殺の上、流動負債

「その他」に含めて表示してお

ります。 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

なお、仮払消費税等と仮受消

費税等は、相殺の上、流動資産

「その他」に含めて表示してお

ります。 

 税抜方式を採用しておりま

す。 
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追加情報 

前中間会計期間 
（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで） 

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで） 

前事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

  
（閉鎖店舗に係る地代家賃の計上区分変更）

従来、閉鎖店舗に係る地代家賃につい

て、販売費及び一般管理費として計上して

おりましたが、当事業年度から営業外費用

として計上する方法に変更いたしました。

この変更は、当事業年度に入り、店舗閉

鎖後における賃借土地の契約解除までの

期間、あるいは、他のテナントに転貸を行

うまでの期間の長期化が当下半期に顕在

化し、当該閉鎖店舗に係る地代家賃の重要

性が高まったことを機に、より実態を示す

計上区分に変更するものであります。 
この変更に伴い、従来の方法に比較して

営業利益は 78,107千円多く計上されてお

り、経常利益及び税引前当期純損失への影

響はありません。 
なお、当下期に店舗閉鎖後における賃借

土地の契約解除までの期間、あるいは、他

のテナントに転貸を行うまでの期間の長

期化傾向が顕著になってきたことから、当

下期より変更することとしました。 
そのため、当中間会計期間は従来の方法

によっており、変更後の方法によった場合

に比べて、営業利益は36,472千円少なく計

上されており、経常利益及び税引前中間純

損失に影響はありません。 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（2007年８月20日） 

当中間会計期間末 
（2008年８月20日） 

前事業年度末 
（2008年２月20日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

8,348,223千円 8,761,551千円 8,395,196千円

※２．担保提供資産及び対応する債務 ※２．担保提供資産及び対応する債務 ※２．担保提供資産及び対応する債務 

（担保提供資産） （担保提供資産） （担保提供資産） 
 

差入保証金 25,000千円
  

 
差入保証金 25,000千円

  

 
差入保証金 25,000千円

  
（株）ダイハンの不動産賃借債務の担

保に供しているものであります。 

（株）ダイハンの不動産賃借債務の担

保に供しているものであります。 

（株）ダイハンの不動産賃借債務の

担保に供しているものであります。
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで） 

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで） 

前事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 
 

受取利息 3,043千円

受取配当金 33,011千円

債務勘定整理益 25,798千円

補助金収入 70,093千円

テナント解約違約金
受入益 

36,608千円

   

 
受取利息 3,977千円

受取配当金 22,504千円

債務勘定整理益 17,247千円

補助金収入 33,488千円

出店協力金受贈益 5,800千円
   

 
受取利息 6,661千円

受取配当金 43,043千円

債務勘定整理益 44,919千円

補助金収入 104,191千円

テナント解約違約金
受入益 

43,745千円

  
※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 
 

支払利息 40,998千円
  

 
支払利息 56,586千円

  
地代家賃 27,984千円

 

 
支払利息 93,422千円

  
地代家賃 78,107千円

 
※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 
 

転貸契約精算益       48,600千円  
  

 
土地収用法による

補償益 

331,026千円

   

 
転貸契約精算益 48,600千円

投資有価証券売却益 738,182千円
   

    イオンクレジット株式会社の株式を売

却したことによるものです。 

   

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 

閉店損失引当金繰入額 119,055千円
 

閉店損失引当金繰入額 16,232千円
 

閉店損失引当金繰入額 64,139千円 
       

  
店舗閉店関連損失 150,434千円

   
減損損失 879,960千円

  

 
減損損失 537,971千円

  

 
減損損失 1,349,477千円
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前中間会計期間 
（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで） 

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで） 

前事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

※５．減損損失 ※５．減損損失 ※５．減損損失 

 当中間会計期間において、以下の資産

グループについて減損損失を計上してお

ります。 

 当中間会計期間において、以下の資産

グループについて減損損失を計上してお

ります。 

 当事業年度において、以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しておりま

す。 

(1)減損損失を認識した資産グループの概要 (1)減損損失を認識した資産グループの概要 (1)減損損失を認識した資産グループの概要
 

用途 種類 場所 
店舗等の

数 
金額 

（千円） 

店舗等 
土地及び建

物等 
青森県 

(青森市他) 
4 251,924 

店舗等 
土地及び建

物等 
秋田県 

(大館市他) 
8 244,702 

店舗 
土地及び建

物等 
山形県 

(酒田市他) 
10 383,334 

合計   22 879,960 

  

 

用途 種類 場所 
店舗等の

数 
金額 

（千円）

店舗 建物等
青森県 

(青森市他)
3 271,136

店舗等 建物等
秋田県 

（秋田市他）
5 143,697

店舗 
土地及び建

物等 
山形県 

（村山市他）
2 123,138

合計   10 537,971

  

 

用途 種類 場所 
店舗等の

数 
金額 

（千円）

店舗等
土地及び建

物等 
青森県 

(青森市他) 
5 288,121

店舗等
土地及び建

物等 
秋田県 

(秋田市他) 
12 676,803

店舗
土地及び建

物等 
山形県 

(酒田市他) 
10 384,552

合計   27 1,349,477

  

(2)減損損失の認識に至った経緯 (2)減損損失の認識に至った経緯 (2)減損損失の認識に至った経緯 

店舗の営業活動及び賃貸用不動産から

生ずる損益が継続してマイナス又は継続

してマイナスとなる見込みである資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特別

損失に計上しております。 

同左 同左 

(3)減損損失の金額 (3)減損損失の金額 (3)減損損失の金額 
 

種類 金額（千円） 

建物 479,136 

構築物 51,485 

土地 33,566 

リース資産 249,723 

その他（注） 66,049 

合計 879,960 
  

 
種類 金額（千円） 

建物 183,738 

構築物 30,562 

器具備品 25,873 

リース資産 232,047 

土地 42,782 

その他（注） 22,966 

合計 537,971 
  

 
種類 金額（千円） 

建物 749,344 

構築物 97,207 

器具備品 33,407 

リース資産 325,618 

土地 37,083 

その他（注） 106,817 

合計 1,349,477 
  

 
（注）その他には、器具備品、建設仮勘定、

無形固定資産及び長期前払費用を含んで

おります。 

（注）その他には、無形固定資産及び長期前

払費用を含んでおります。 

（注）その他には、建設仮勘定、無形固定資

産及び長期前払費用を含んでおります。

(4)資産のグルーピングの方法 (4)資産のグルーピングの方法 (4)資産のグルーピングの方法 

当社は、キャッシュ・フローを生み出

す最小単位として、店舗を基礎としてグ

ルーピングしております。また、賃貸用

不動産については個別の物件毎にグルー

ピングしております。 

同左 同左 

(5)回収可能価額の算定方法 (5)回収可能価額の算定方法 (5)回収可能価額の算定方法 

 資産グループの回収可能価額は正味売

却価額又は使用価値により測定しており

ます。正味売却価額は、土地については

重要性が乏しいため固定資産税評価額等

を基に算定した金額により評価しており

ます。また、使用価値は、将来キャッシ

ュ・フローを11.9％で割り引いて算定し

ております。 

 資産グループの回収可能価額は正味売

却価額又は使用価値により測定しており

ます。正味売却価額は、土地については

重要性が乏しいため固定資産税評価額等

を基に算定した金額により評価しており

ます。また、使用価値は、将来キャッシ

ュ・フローを7.8％で割り引いて算定して

おります。 

 資産グループの回収可能価額は正味売

却価額又は使用価値により測定しており

ます。正味売却価額は、土地については

重要性が乏しいため固定資産税評価額等

を基に算定した金額により評価しており

ます。また、使用価値は、将来キャッシ

ュ・フローを11.9％で割り引いて算定し

ております。 
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前中間会計期間 
（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで） 

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで） 

前事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額 ６．減価償却実施額 
 

有形固定資産 445,701千円

無形固定資産 2,702千円
  

 
有形固定資産 561,287千円

無形固定資産 2,046千円
  

 
有形固定資産 892,384千円

無形固定資産 5,108千円
  

 
（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（2007年２月21日から2007年８月20日まで） 

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 
 

前事業年度末株式数 
（株） 

当中間会計期間増加株式数
（株） 

当中間会計期間減少株式数 
（株） 

当中間会計期間末株式数
（株） 

発行済株式     

普通株式 12,000,000 ― ― 12,000,000 

合 計 12,000,000 ― ― 12,000,000 

自己株式     

普通株式 （注） 6,900 60 ― 6,960 

合 計 6,900 60 ― 6,960 

（注）普通株式の自己株式は、単元未満株式の買取によるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たりの配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

2007年５月９日定
時株主総会 

普通株式 239,862 20 2007年２月20日 2007年５月10日 

 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後になるもの 

  該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（2008年２月21日から2008年８月20日まで） 

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 

 
前事業年度末株式数 

（株） 
当中間会計期間増加株式数

（株） 
当中間会計期間減少株式数 

（株） 
当中間会計期間末株式数

（株） 

発行済株式     

普通株式 12,000,000 ― ― 12,000,000 

合 計 12,000,000 ― ― 12,000,000 

自己株式     

普通株式 （注） 7,042 135 ― 7,177 

合 計 7,042 135 ― 7,177 

（注）普通株式の自己株式は、単元未満株式の買取によるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 
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３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後になるもの 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（2007年２月21日から2008年２月20日まで） 

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） 

発行済株式     

普通株式 12,000,000 ― ― 12,000,000 

合 計 12,000,000 ― ― 12,000,000 

自己株式     

普通株式 （注） 6,900 142 ― 7,042 

合 計 6,900 142 ― 7,042 

（注）普通株式の自己株式は、単元未満株式の買取によるものであります。 

 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たりの配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

2007年５月９日定
時株主総会 

普通株式 239,862 20 2007年２月20日 2007年５月10日 

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの 

該当事項はありません。 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで） 

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで） 

前事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（2007年８月20日現在） （2008年８月20日現在） （2008年２月20日現在）
 
現金及び預金 1,284,805千円

現金及び現金同等物 1,284,805千円
  

 
現金及び預金 861,867千円

現金及び現金同等物 861,867千円
  

 
現金及び預金 795,626千円

現金及び現金同等物 795,626千円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで） 

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで） 

前事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び期末残高相当額 
  

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額 
（千円）

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

建物 3,920,419 1,340,275 1,085,671 1,494,473 

器具備
品 

4,631,690 2,310,987 356,954 1,963,748 

その他 5,428 2,352 － 3,076 

計 8,557,538 3,653,615 1,442,625 3,461,297 

  

  

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円）

減損損失
累計額相
当額 
（千円）

中間期末
残高相当
額 
（千円）

建物 4,663,083 1,525,739 1,260,564 1,876,780

器具備
品 

4,988,830 2,421,294 381,769 2,185,766

その他 23,514 8,317 － 15,197

計 9,675,428 3,955,350 1,642,333 4,077,743

  

  

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

建物 4,663,083 1,471,770 1,085,671 2,105,641

器具備
品 

4,432,305 2,161,093 347,926 1,923,285

その他 23,514 5,980 － 17,533

計 9,118,903 3,638,845 1,433,597 4,046,460

   
(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等 

 
１年内 1,029,479千円

１年超 3,902,791千円

計 4,932,270千円

リース資産減
損勘定の残高 

1,034,519千円

  

 
１年内 1,258,825千円

１年超 4,405,667千円

計 5,664,493千円

リース資産減
損勘定の残高

1,072,223千円

  

 
１年内 1,133,767千円

１年超 4,367,924千円

計 5,501,691千円

リース資産減
損勘定の残高 

977,093千円

  
(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 
  

支払リース料 719,641千円

リース資産減損勘定
の取崩額 

142,317千円

減価償却費相当額 456,435千円

支払利息相当額 100,480千円

減損損失 249,723千円
  

  
支払リース料 708,242千円

リース資産減損勘定
の取崩額 

136,918千円

減価償却費相当額 456,325千円

支払利息相当額 103,032千円

減損損失 232,047千円
  

  
支払リース料 1,361,118千円

リース資産減損勘定
の取崩額 

275,638千円

減価償却費相当額 876,217千円

支払利息相当額 220,449千円

減損損失 325,618千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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 (5）利息相当額の算定方法 (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 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

賃借物件 賃借物件 賃借物件 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 597,574千円

１年超 2,105,207千円

計 2,702,781千円
  

 
１年内 556,539千円

１年超 4,062,371千円

計 4,618,911千円
  

 
１年内 499,102千円

１年超 2,351,796千円

計 2,850,899千円
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（2007年８月20日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 806,253 1,849,212 1,042,959 

合計 806,253 1,849,212 1,042,959 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 123,635 

 

当中間会計期間末（2008年８月20日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 766,073 1,092,198 326,125 

合計 766,073 1,092,198 326,125 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 112,579 

 

前事業年度末（2008年２月20日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 766,080 1,022,756 256,675 

合計 766,080 1,022,756 256,675 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 123,635 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（2007 年８月 20 日現在） 

 当社はデリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当中間会計期間末（2008 年８月 20 日現在） 

 当社はデリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度末（2008 年２月 20 日現在） 

 当社はデリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（2007 年２月 21 日から 2007 年８月 20 日まで） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（2008 年２月 21 日から 2008 年８月 20 日まで） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（2007 年２月 21 日から 2008 年２月 20 日まで） 

 該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間（2007 年２月 21 日から 2007 年８月 20 日まで） 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（2008 年２月 21 日から 2008 年８月 20 日まで） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（2007 年２月 21 日から 2008 年２月 20 日まで） 

該当事項はありません。 

 

 

（企業結合等） 

前中間会計期間（2007 年２月 21 日から 2007 年８月 20 日まで） 

 該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（2008 年２月 21 日から 2008 年８月 20 日まで） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（2007 年２月 21 日から 2008 年２月 20 日まで） 

 該当事項はありません。 
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(１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで） 

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで） 

前事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

390円39銭 209円69銭 352円86銭 

１株当たり中間純損失 １株当たり中間純損失 １株当たり当期純損失 

41円50銭 146円63銭 39円50銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純損失については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純損失については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純損失については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

 （注）１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで）

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで） 

前事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで）

中間(当期)純損失（千円） △497,670 △1,758,499 △473,701 

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)純損失（千
円） 

△497,670 △1,758,499 △473,701 

期中平均株式数（株） 11,993,054 11,992,548 11,993,019 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで） 

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで） 

前事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

────── 多額な資金の借入 

当社は、新規店舗開設による設備投資資金及び運

転資金として、2008年８月28日開催の取締役会にお

いて、多額な資金の借入を決議しております。 

当該決議による2008年10月８日時点で借入を実行

したものは、以下のとおりであります。 

(1)      ①借入先 株式会社みずほ銀行 

②借入金額 1,000,000千円 

③借入期間 ５年間 

④借入金利 1.511％（固定） 

⑤実施時期 2008年８月29日 

⑥返済方法 元金均等返済 

⑦担保提供資産 無 

 

(2)     ①借入先 株式会社中央三井信託銀行 

②借入金額 300,000千円 

③借入期間 ５年間 

④借入金利 1.49％（固定） 

⑤実施時期 2008年８月29日 

⑥返済方法 元金均等返済 

⑦担保提供資産 無 

 

(3)     ①借入先 株式会社秋田銀行 

②借入金額 500,000千円 

③借入期間 ５年間 

④借入金利 1.45％（固定） 

⑤実施時期 2008年９月10日 

⑥返済方法 元金均等返済 

⑦担保提供資産 無 

 

(4)    ①借入先 株式会社北都銀行 

②借入金額 500,000千円 

③借入期間 ５年間 

④借入金利 1.55％（固定） 

⑤実施時期 2008年９月22日 

⑥返済方法 元金均等返済 

⑦担保提供資産 無 

 

(5)    ①借入先 株式会社きらやか銀行 

②借入金額 200,000千円 

③借入期間 ７年間 

④借入金利 1.55％（固定） 

⑤実施時期 2008年９月25日 

⑥返済方法 毎年３月、６月、９月、12

月に7,100千円、残8,300千

円を期日に返済 

⑦担保提供資産 無 

 

 

────── 
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前中間会計期間 
（2007年２月21日から 
2007年８月20日まで） 

当中間会計期間 
（2008年２月21日から 
2008年８月20日まで） 

前事業年度 
（2007年２月21日から 
2008年２月20日まで） 

 (6)    ①借入先 株式会社三井住友銀行 

②借入金額 500,000千円 

③借入期間 ５年間 

④借入金利 1.78％（固定） 

⑤実施時期 2008年９月30日 

⑥返済方法 １年据置 元金均等返済 

⑦担保提供資産 無 

 

 

【その他】 

 該当事項はありません。 

 

商品部門別販売実績 

   （単位：千円） 

前中間会計期間 当中間会計期間 

2007年２月21日から 
2007年８月20日まで 

2008年２月21日から 
2008年８月20日まで 

前事業年度 

2007年２月21日から 
2008年２月20日まで 

期 別 
 
 

商品部門別 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 
    ％  ％  ％ 
 加 工 食 品  15,642,564 36.0 16,713,089 36.0 30,573,715 35.7 

 生 鮮 食 品  14,339,608 33.0 15,655,754 33.7 28,533,198 33.4 

 デ イ リ ー 食 品  10,947,338 25.2 11,646,622 25.1 21,569,984 25.2 

 食 品 部 門 計  40,929,511 94.2 44,015,466 94.8 80,676,898 94.3 

 ノ ン フ ー ズ  2,421,622 5.6 2,338,238 5.0 4,733,378 5.5 

 そ の 他  74,490 0.2 95,229 0.2 153,150 0.2 

 非 食 品 部 門 計  2,496,112 5.8 2,433,467 5.2 4,886,528 5.7 

 合 計  43,425,624 100.0 46,448,934 100.0 85,563,427 100.0 

 


