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

 

 
  

 

 
（注） 営業収益は(中間）損益計算書の「Ⅰ売上高」および「Ⅲ営業収入」の合計を記載しております。 

 

 

 

 

 
  

2. 配当の状況 

 
  

3. 21年2月期の業績予想（平成20年2月21日～平成21年2月20日） 
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(百万円未満切捨て)

(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 ％

 20年8月中間期 15,414 △16.4 △703 ─ △653 ─ △728 ─
 19年8月中間期 18,443 △3.4 △983 ― △937 ― △2,081 ―

  20年2月期 35,876 ― △1,622 ― △1,569 ― △2,892 ―

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8月中間期 △31 44 ─ ─
 19年8月中間期 △116 60 ─ ─

  20年2月期 △157 56 ─ ─

(参考) 持分法投資損益 20年8月中間期 ―百万円 19年8月中間期 ―百万円  20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

 20年8月中間期 16,898 10,346 61.2 446 35

 19年8月中間期 17,780 10,607 59.7 594 32

 20年2月期 17,727 11,065 62.4 477 38

(参考) 自己資本 20年8月中間期 10,346百万円 19年8月中間期 10,607百万円  20年2月期 11,065百万円

(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

 20年8月中間期 △158 48 △338 1,637

 19年8月中間期 △466 399 △323 1,167

  20年2月期 △1,344 731 1,140 2,086

１株当たり配当金

(基準日)
第１ 

四半期末
中間期末

第３
四半期末

期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

 20年2月期 ─ ─ ─ ─ 0 00

 21年2月期(実績) ─ ─    ─    ─

 21年2月期(予想)    ─   ─ ─ ─ 0 00

(％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 30,000 △16.4 △700 ─ △700 ─ △900 ─ △38 83
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4. その他 

  

 
  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益の算定の基礎となる株式数については、 29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、その他特記事項 

 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。従いまして、予想

に内在する不確定要因により、実際の数値は当該予想とは異なる場合がありますので予めご承知願います。 

(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)

20年8月中間期 23,185,983株 19年8月中間期 17,853,983株 20年2月期 23,185,983株

②期末自己株式数 20年8月中間期 6,393株 19年8月中間期 5,636株 20年2月期 5,945株
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①当中間期の概況 

当中間期におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰やサブプライムローン問題に起因する米国経済

の減速懸念に影響をうけ、先行き不透明感が強まる状況となっております。消費動向におきましては、原油相場

や穀物相場の高騰が要因となって諸物価が高騰する中で、個人所得 が伸び悩んでいるため、先行きの不安感

から消費者の生活防衛意識が高まりつつあります。 

 また、当社が属する食品小売業界におきましても輸入食品の安全性が問われる問題から始まった一連の食品

業界の不祥事により、消費者の食料品に対する不安がますます増大する中、低価格嗜好が高まりつつあり今後

当業界におきましてもさらに競合各社の競争が厳しくなると思われます。  

  このような状況の中、当社は、経営理念であります「地域社会に愛され信頼される店作り」を構築するため

に、お客様ニーズを的確かつ迅速に把握、対応できるようにエリアを統括するマネージャーを増員し店舗の管理

体制を強化いたしました。営業面につきましては、食の安全・安心の提供および充実した品揃えを実施するため

に、売場の展開方法や取扱い商品等の見直しを行いお客様満足度を高めるための売場改善を重点的に実施し

てまいりました。  

  店舗面につきましては、既存店の活性化を図るため4月に高柳店（千葉県柏市）、5月に南栗橋店（埼玉県北

葛飾郡）、6月に草加柳島店（埼玉県草加市）、総和店（茨城県古河市）、7月に松伏店（埼玉県北葛飾郡）、蓮田

店（埼玉県蓮田市）、北戸田店（埼玉県戸田市）、北川辺店（埼玉県北埼玉郡）、久喜東店（埼玉県久喜市）、8月

に川間店（千葉県野田市）、春日部中央店、春日部南店（埼玉県春日部市）の計12店舗を改装し、3月に小深店

（千葉市稲毛区）、8月に宮代店（埼玉県北葛飾郡）、上尾店（埼玉県上尾市）を閉店し、当中間期末の店舗数は

61店舗となっております。  

   以上の結果、当中間期の業績は改装店舗につきましては、一定の効果はみられたものの改装店舗以外の既

存店舗の客数、客単価の減少に歯止めがかからず苦戦を強いられているため売上高および営業収入の合計

（営業収益）は154億1千4百万円（前年同期比16.4％減）、営業損失7億3百万円（前年同期9億8千3百万円）、経

常損失6億5千3百万円（前年同期9億3千7百万円）となり、中間純損失7億2千8百万円（前年同期20億8千1百万

円）となりました。 

 今後、既存店舗の活性化および収益構造の改善・向上のために積極的に店舗改装を押し進め、早期業績回

復に努めてまいります。  

  

②通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、原油・原材料価格の高騰および食料品価格の値上げが続き、加えて消費者の

食料品への安全・安心に対する関心が高まる中、当業界におきましてもそれらの背景に伴い、さらに競合各社

の競争が厳しくなると思われます。 

 こうした状況の中、当社といたしましては、今後対処すべき課題（後述「3.経営方針（4）会社の対処すべき課

題」参照）として改装店舗の増加、不採算店舗の閉鎖および一部地域からの撤退、更なるコスト削減等を実施し

て損益改善の早期化を図ってまいりますが、当中間期のマイナスを補いきれず、加えてこれらの施策を実行す

るうえでの一時的な費用・損失が発生する見込みであります。従いまして通期の業績の見通しといたしまして

は、営業収益300億円、営業損失7億円、経常損失7億円、当期純損失9億円を見込んでおります。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債および純資産の状況 

当中間会計期間末の資産の残高は168億9千8百万円で、前事業年度末に比べ8億2千9百万円減少しまし

た。これは主に、現金及び預金が4億4千8百万円減少し、固定資産の長期建築協力金2億6千7百万円減少した

ことによるものであります。  

 負債の残高は65億5千2百万円で、前事業年度末に比べ1億9百万円減少しました。  

買掛金が1億5千7百万円増加いたしましたが、借入金を3億3千8百万円返済したことによるものであります。  

 純資産の残高は103億4千6百万円で、前事業年度末に比べ7億1千9百万円減少しました。中間純損失7億2千

8百万円を計上したことによるものであります。  

②キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により1億5千8百万円減少し、投資活動により4千

8百万円増加し、財務活動により3億3千8百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物は4億4千8百万円の減

少となり、当中間会計期間末残高は16億3千7百万円となりました。  

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動は、営業成績の不振により税引前中間純損失7億9百万円を計上いたしましたが、非資金費用として

減価償却費1億4千8百万円と不動産賃借料の相殺による支払1億4千9百万円があったことおよび仕入債務が1

億5千6百万円増加したことにより営業活動によるキャッシュ・フローは1億5千8百万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）  

 投資活動は、12店舗の改装を含め有形固定資産の取得による支出が1億9百万円発生し、一方、建築協力金

の回収が1億5千4百万円あったことにより投資活動によるキャッシュ・フローは4千8百万円の増加となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動は、借入金を3億3千8百万円返済したことにより財務活動によるキャッシュ・フローは3億3千8百万円

減少いたしました。  

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
各指標は下記の基準で計算しております。  

 イ. 自己資本比率＝自己資本÷総資産   

 ロ. 時価ベース自己資本比率＝株式時価総額÷総資産  

 ハ. キャッシュ・フロー対有利子負債比率＝有利子負債÷営業キャッシュ・フロー  

          （中間期につきましては、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため、 ２倍にして おります。）  

(2) 財政状態に関する分析

平成17年2月期 平成18年2月期 平成19年2月期 平成20年2月期
平成20年8月

中間期

自己資本比率 74.1 72.9 63.6 62.4 61.2

時価ベースの自己資本比率 58.1 60.1 43.1 26.3 21.5

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

0.1 ─ ─ ─ ─

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

189.8 ─ ─ ─ ─
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 ニ. インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー÷利払い   

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

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー及び 

   利息の支払額を使用しております。  

※有利子負債は、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。また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息額を使用しております。 

  

当社は、株主の皆様に対する継続的・安定的な利益還元の実施を重要政策の一つとして考えており、配当性

向を高 め、収益力の向上・財務体質の強化を基本方針としております。  

 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関

は、 中間配当は取締役会、期末配当の決定機関は株主総会であります。  

 当中間期の剰余金の配当につきましては当中間期の厳しい業績等を総合的に検討した結果、１株当たりの中

間配当金を誠に遺憾ながら無配にさせていただく予定でございます。  

 また、通期の剰余金の配当につきましても無配とさせていただく予定であります。今後とも、財務体質及び経営

基盤の健全化を図り、ご期待に沿うべく業績の向上及び、早期に復配できるよう目指してまいります。 

  

  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当
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最近の有価証券報告書（平成20年5月19日提出）における「事業系統図（事業の内容）」および「関係会社の

状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

当社は、「地域社会に愛され信頼される店作り」を基本理念として安全で価値のある商品を適正な価格で提供

することにより、社会貢献し私達の豊かな日常生活を実現させるため、多様化するお客様ニーズにお応えするこ

と、地域に密着したきめ細かな商品サービスを提供することを基本方針としております。 

  

当社は、顧客第一主義を経営基本方針といたしまして、地域社会の発展に貢献し、お客様・株主様からの信

頼・期待にお応えすべく安定的な利益を確保できるよう邁進してまいります。 

  

当社は、今後さらに発展するために、リニューアルを含めた積極的な店舗開発をし、事業の拡大を図りたいと

思います。また、他業種・他業態との併設店舗での展開も積極的に推進する予定であります。 

  

１．基本方針  

 多様化するお客様ニーズにお応えすること、および地域に密着したきめ細かなサービスを提供することを基本

方針としてまいります。  

 また、中長期的な会社の経営戦略としては、店舗改装を含めた積極的な店舗開発をしていくとともに、事業や

経営資源の集約化を進めることで、事業効率を高め、収益性を向上させていくことにより、地域社会の発展に貢

献するとともに、お客様や株主様の信頼・期待にお応えできるよう、邁進してまいります。  

２．具体的な内容  

 上記基本方針に基づき、当期初に掲げた施策に加え、新たに以下に掲げる施策を着実に実行することによ

り、業績の改善スピードを上げてまいります。  

① 店舗改装  

 小売市場の環境変化に迅速に対応し、既存店舗の販売力、収益力の強化を図るために、当期初においては

当事業年度中に16店舗の店舗改装を計画しておりました。  

当中間期間において既に実施した店舗改装では、既存の売場展開方法や取扱商品の見直し等を行うとともに、

消費者ニーズに合わせて惣菜部門の充実を図り、惣菜部門がなかった店舗には新たに導入する等、基本方針

に則り、個店ごとに対応いたしました。その結果当中間期間におきましては12店舗の改装を終了し、改装店舗は

概ね順調に推移しております。  

 よって、業績改善の早期化をより早く実現するため、改装効果が見込める店舗を再度抽出し、さらに店舗施設

の老朽化等の状況も加味し、当事業年度中に計約30店舗の改装を行うことで、多様化するお客様ニーズにお応

えし、地域に密着したきめ細かなサービスを提供することで、店舗を活性化させ、個店ごとの収益力を向上させ

る予定であります。  

② 不採算店舗の閉鎖および一部地域からの撤退  

２ 企業集団の状況

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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 当中間期間において、不採算店舗を3店舗閉鎖致しました。これまでの業績を踏まえ、将来的な収益力の改善

が見込めるか否かにつき、個店別、出店地域別の観点から、既存の各店舗ごと再検証を行いました。  

 その結果、今後、収益力が改善する見込みのない店舗は閉鎖すること、また一部の地域で運営している店舗

群から撤退することとし、閉鎖及び撤退を進めてまいります。  

 なお今後の小売業を取り巻く経営環境や、対象店舗の業績等の動向にもよりますが、最終的に当事業年度中

に12店前後の店舗を閉鎖・撤退することを予定しており、これによって営業損益の改善を目指してまいります。  

③ 費用・損失の削減  

 全社的に各費用項目につき、費用対効果を再度検証し、目標コスト削減額を決め、目標を達成するために、コ

スト管理体制をさらに強化してまいります。主要な費用項目の対策は以下のとおりです。  

 人件費につきましては、売上規模等をベースに個店ごとの人員配置の見直し等を行い、各店舗のローコストオ

ペレーション体制等を確立することで、全社的に人件費率を低下させ、労働生産性を向上してまいります。  

 また、販売費におきましては、原油価格の高騰に伴う、原材料価格の上昇により、光熱費、包装資材費、配送

費等を中心に、発生費用が増加することが予想されます。このうち各費目の単価の上昇の抑制に引き続き取り

組むとともに、主に使用量を管理・抑制し、費用削減を達成してまいります。  

 その他、ロス（値引・廃棄）削減の一貫で在庫管理を徹底することを全社的に取り組み、結果として既存店舗の

荒利益の改善に取り組んでまいります。 

  

該当事項はありません。 

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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４ 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成19年８月20日)

当中間会計期間末

（平成20年８月20日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成20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 1,197,727 1,667,677 2,116,674

 ２ 売掛金 43,374 7,255 37,802

  ３ たな卸資産 1,423,755 1,119,253 1,174,021

 ４ その他 635,395 605,726 642,153

 ５ 貸倒引当金 △760 △631 △590

   流動資産合計 3,299,492 18.6 3,399,281 20.1 3,970,061 22.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 3,917,983 3,853,709 3,874,766

  (2) 土地 4,320,127 3,954,505 3,961,177

  (3) その他 319,101 363,520 303,472

   有形固定資産合計 8,557,212 8,171,735 8,139,416

 ２ 無形固定資産 209,414 208,625 208,906

 ３ 投資その他の資産

  (1) 長期建築協力金 2,921,359 2,518,107 2,785,911

  (2) 敷金・保証金 2,099,067 2,061,844 2,068,192

  (3) その他 733,589 608,116 614,288

  (4) 貸倒引当金 △ 39,724 △69,333 △59,389

   投資その他の 

   資産合計
5,714,292 5,118,735 5,409,002

   固定資産合計 14,480,919 81.4 13,499,097 79.9 13,757,325 77.6

   資産合計 17,780,412 100.0 16,898,378 100.0 17,727,387 100.0

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 1,653,980 1,174,767 1,017,110

 ２ 短期借入金 2,100,000 2,113,000 2,215,000

 ３ １年内返済予定 

   長期借入金
504,000 677,000 829,000

 ４ 未払金 932,076 983,392 808,232

 ５ 未払法人税等 36,141 36,976 46,322

 ６ 賞与引当金 164,600 71,936 113,473

 ７ 閉店損失引当金 ー 295,930 322,000

 ８ その他 194,059 101,721 99,634

   流動負債合計 5,584,857 31.4 5,454,725 32.3 5,450,773 30.8
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前中間会計期間末

(平成19年８月20日)

当中間会計期間末

（平成20年８月20日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成20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

(％)

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 509,000 206,000 290,000

 ２ 退職給付引当金 425,985 380,886 411,669

 ３ 預り保証金 588,848 460,284 454,911

 ４ その他 64,007 50,345 54,276

   固定負債合計 1,587,840 8.9 1,097,516 6.5 1,210,857 6.8

   負債合計 7,172,698 40.3 6,552,242 38.8 6,661,631 37.6

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 4,350,125 24.5 4,976,635 29.4 4,976,635 28.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 4,999,050 5,625,560 5,625,560

   資本剰余金合計 4,999,050 28.1 5,625,560 33.3 5,625,560 31.7

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 303,593 303,593 303,593

  (2) その他利益剰余  

    金

    別途積立金 2,900,000 ー 2,900,000

    繰越利益剰余金 △1,915,492 △555,752 △2,727,091

   利益剰余金合計 1,288,100 7.2 △252,159 △1.5 476,501 2.7

 ４ 自己株式 △4,247 △0.0 △4,411 △0.0 △4,330 △0.0

   株主資本合計 10,633,028 59.8 10,345,624 61.2 11,074,365 62.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 

   評価差額金
△25,314 △0.1 512 0.0 △8,609 △0.1

   評価・換算差額等 

   合計
△25,314 △0.1 512 0.0 △8,609 △0.1

   純資産合計 10,607,713 59.7 10,346,136 61.2 11,065,755 62.4

   負債純資産合計 17,780,412 100.0 16,898,378 100.0 17,727,387 100.0
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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21日

至 平成19年８月20日)

当中間会計期間

(自 平成20年２月21日

至 平成20年８月20日)

前事業年度の

要約損益計算書

(自 平成19年２月21日

至 平成20年２月20日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 17,749,640 100.0 14,690,631 100.0 34,489,886 100.0

Ⅱ 売上原価 14,301,954 80.6 11,594,739 78.9 27,483,921 79.7

   売上総利益 3,447,685 19.4 3,095,891 21.1 7,005,965 20.3

Ⅲ 営業収入 694,342 3.9 723,909 4.9 1,386,717 4.0

   営業総利益 4,142,027 23.3 3,819,801 26.0 8,392,683 24.3

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※５ 5,125,137 28.8 4,523,603 30.8 10,015,285 29.0

   営業損失 983,109 △5.5 703,802 △ 4.8 1,622,602 △ 4.7

Ⅴ 営業外収益 ※１ 71,678 0.3 73,112 0.5 123,974 0.3

Ⅵ 営業外費用 ※２ 26,442 0.2 22,654 0.2 71,183 0.2

   経常損失 937,872 △5.3 653,344 △ 4.5 1,569,810 △ 4.6

Ⅶ 特別利益 ※３ 96,577 0.5 7,560 0.1 331,890 1.0

Ⅷ 特別損失 ※４・６ 1,218,311 6.8 63,875 0.4 1,697,871 4.9

   税引前中間(当期) 

   純損失
2,059,607 △11.6 709,660 △ 4.8 2,935,791 △ 8.5

   法人税、住民税及 

   び事業税
21,495 19,000 40,000

   過年度法人税還付税額 － 21,495 0.1 ー 19,000 0.2 83,089 △ 43,089 △ 0.1

   中間(当期)純損失 2,081,102 △11.7 728,660 △ 5.0 2,892,701 △ 8.4
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前中間会計期間(自 平成19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

  

 
  

 
  

 
  

(3) 中間株主資本等変動計算書

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年２月20日残高(千円) 4,350,125 4,999,050 4,999,050

中間会計期間中の変動額

  剰余金の配当

  中間純損失

  自己株式の取得

  別途積立金取崩額

  株主資本以外の項目の 

  事業年度中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)

平成19年８月20日残高(千円) 4,350,125 4,999,050 4,999,050

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年２月20日残高(千円) 303,593 7,500,000 △4,362,994 3,440,598 △3,977 12,785,796

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △71,395 △71,395 △71,395

 中間純損失 △2,081,102 △2,081,102 △2,081,102

 自己株式の取得 △270 △270

 別途積立金の取崩額 △4,600,000 4,600,000   ─ ─

 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)
△4,600,000 2,447,501 △2,152,498 △270 △2,152,768

平成19年８月20日残高(千円) 303,593 2,900,000 △1,915,492 1,288,100 △4,247 10,633,028

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成19年２月20日残高(千円) 710 710 12,786,506

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △71,395

 中間純損失 △2,081,102

 自己株式の取得 △270

 別途積立金の取崩額 ─

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額)
△26,025 △26,025 △26,025

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
△26,025 △26,025 △2,178,793

平成19年８月20日残高(千円) △25,314 △25,314 10,607,713
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当中間会計期間(自 平成20年２月21日 至 平成20年８月20日) 

  

 
  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成20年２月20日残高(千円) 4,976,635 5,625,560 5,625,560

中間会計期間中の変動額

  剰余金の配当

  中間純損失

  自己株式の取得

  別途積立金取崩額

  株主資本以外の項目の 

  事業年度中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)

平成20年８月20日残高(千円) 4,976,635 5,625,560 5,625,560

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成20年２月20日残高(千円) 303,593 2,900,000 △2,727,091 476,501 △4,330 11,074,365

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 中間純損失 △728,660 △728,660 △728,660

 自己株式の取得 △81 △81

 別途積立金の取崩額 △2,900,000 2,900,000 ─ ─

 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)
△2,900,000 2,171,339 △728,660 △81 △728,741

平成20年８月20日残高(千円) 303,593 ─ △555,752 △252,159 △4,411 10,345,624

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成20年２月20日残高(千円) △8,609 △8,609 11,065,755

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 中間純損失 △728,660

 自己株式の取得額 △81

 別途積立金の取崩額 ─

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額)
9,122 9,122 9,122

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
9,122 9,122 △719,619

平成20年８月20日残高(千円) 512 512 10,346,136
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前事業年度(自 平成19年２月21日 至 平成20年２月20日) 

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年２月20日残高(千円) 4,350,125 4,999,050 4,999,050

事業年度中の変動額

  新株の発行 626,510 626,510 626,510

  剰余金の配当

  当期純損失

  自己株式の取得

  別途積立金取崩額

  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)
626,510 626,510 626,510

平成20年２月20日残高(千円) 4,976,635 5,625,560 5,625,560

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年２月20日残高(千円) 303,593 7,500,000 △4,362,994 3,440,598 △3,977 12,785,796

事業年度中の変動額

  新株の発行 1,253,020

  剰余金の配当 △71,395 △71,395 △71,395

  当期純損失 △2,892,701 △2,892,701 △2,892,701

  自己株式の取得 △353 △353

  別途積立金の取崩額 △4,600,000 4,600,000 ― ―

  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)
― △4,600,000 1,635,902 △2,964,097 △353 △1,711,430

平成20年2月20日残高(千円) 303,593 2,900,000 △2,727,091 476,501 △4,330 11,074,365

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成19年２月20日残高(千円) 710 710 12,786,506

事業年度中の変動額

   新株の発行 1,253,020

  剰余金の配当 △71,395

  当期純損失 △2,892,701

  自己株式の取得 △353

  別途積立金の取崩額 ―

  株主資本以外の項目の 

  事業年度中の変動額(純額)
△9,320 △9,320 △9,320

事業年度中の変動額合計 

(千円)
△9,320 △9,320 △1,720,750

平成20年2月20日残高(千円) △8,609 △8,609 11,065,755
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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 

 

 

 (自 平成19年２月21日 

 至 平成19年８月20日)

  当中間会計期間 

 

 

 (自 平成20年２月21日 

 至 平成20年８月20日)

    前事業年度 

   要約キャッシュ・ 

   フロー計算書 

 (自 平成19年２月21日 

 至 平成20年２月20日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前中間(当期)純損失 △2,059,607 △709,660 △2,935,791

 ２ 減価償却費 174,489 148,704 317,496

  ３ 減損損失 919,578 10,516 919,578

 ４ 賞与引当金の増減額 22,800 △41,536 △28,327

 ５ 退職給付引当金の増減額 △33,969 △30,782 △48,284

 ６ 不動産賃借料相殺額 130,416 149,493 266,951

 ７ 受取利息及び受取配当金 △39,942 △44,672 △60,376

 ８ 支払利息 18,142 20,015 39,368

 ９ 固定資産除売却損 20,372 4,012 76,988

  10 投資有価証券売却損 4,948 1,708 4,948

  11  貸倒引当金の増減額 5,240 9,985 24,735

  12 退店保証金受入益 ─ △7,560 △199,675

  13 投資有価証券評価損 264 ─ 61,491

 14 たな卸資産の増減額 309,702 54,767 531,490

 15 仕入債務の増減額 110,412 156,069 △501,803

 16 未払（未収）消費税等の増減額 19,324 27,448 △52,924

 17 未収入金の増減額 47,576 2,662 37,723

 18 未払費用の増減額 △752,948 2,145 △747,668

  19 未払金の増減額 845,988 87,691 792,157

  20 閉店損失引当金の増減額 ─ △26,069 322,000

 21 その他 △100,807 39,351 △93,633

    小計 △358,018 △145,707 △1,273,554

 22 利息及び配当金の受取額 29,130 24,833 32,817

  23 利息の支払額 △20,459 △18,279 △40,428

 24 預り保証金の受払額 △96,366 19,181 △47,070

 25 法人税等の支払額 △20,939 △38,639 △16,118

   営業活動によるキャッシュ・フロー △466,653 △158,611 △1,344,353

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △41,769 △109,817 △204,048

 ２ 有形固定資産の売却による収入 114,916 4,050 440,601

 ３ 投資有価証券の売却による収入 121,085 1,877 261,892

 ４ 長期貸付金の回収による収入 723 28,160 38,374

 ５ 長期貸付けによる支出 ─ △38,000 △61,616

 ６ 建築協力金の取得支出 △5,250 ─ △17,850

 ７ 建築協力金の返戻収入 154,348 154,008 199,899

  ８  その他 54,970 7,873 74,020

   投資活動によるキャッシュ・フロー 399,024 48,152 731,272
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前中間会計期間 

 

 

(自 平成19年２月21日 

至 平成19年８月20日)

当中間会計期間 

 

 

(自 平成20年２月21日 

至 平成20年８月20日)

前事業年度 

要約キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成19年２月21日 

至 平成20年２月20日)

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

 １ 短期借入れによる増減額 △100,000 △102,000 15,000

 ２ 長期借入れによる収入 ─ ─ 500,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △152,000 △236,000 △546,000

 ４ 自己株式の取得による支出 △270 △81 △353

 ５ 配当金の支払額 △71,521 △457 △71,765

 ６ 株式の発行による収入 ─ ─ 1,243,723

   財務活動によるキャッシュ・フロー △323,791 △338,538 1,140,605

Ⅳ  現金及び現金同等物の増減額 △391,420 △448,997 527,524

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,559,148 2,086,674 1,559,148

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

   中間期末(期末)残高
※１ 1,167,727 1,637,677 2,086,674
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（5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

当中間会計期間
(自 平成20年2月21日
至 平成20年8月20日)

 当社は、平成21年2月期（第47期）における営業損益の黒字化を目標としてこの上半期に小売市場

の環境変化に対応した店舗改装及び不採算店舗の改善等を積極的に行ってまいりました。実施した

施策に一定の効果は見られるものの当中間会計期間において営業損失703,802千円、中間純損失

728,660千円、また営業活動によるキャッシュ・フローはマイナス158,611千円を計上することとなりまし

た。 

 この結果、多額の営業損失を第45期より連続して計上することとなり、また、多額な当期純損失なら

びに営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを第44期より連続して計上することになりました。こ

のような状況により、当社は、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社は、こうした状況を解消すべく、既存店舗の販売力・収益力強化に取り組むと同時にコスト管理

体制をさらに強化してまいります。また、今後、収益力が改善する見込みのない店舗や一部地域の

店舗群については撤退し、合理的な方法によって投下資本の回収を進めてまいります。この基本方

針を確実に達成すべく、新事業計画を策定いたしました。 

 新事業計画では、以下に掲げる施策を着実に実行することにより、業績の改善スピードを上げてま

いります。  

（１）店舗改装  

 既存店舗の販売力・収益力の強化を図るために、店舗改装では、既存の売場展開方法や取扱商

品の見直し等を行うとともに、消費者ニーズに合わせて惣菜部門の充実・新規導入を図ってまいりま

す。 

 （２）費用・損失の削減 

 全社的に各費用項目につき、費用対効果を再度検証し、目標コスト削減額を決め、目標を達成する

ために、コスト管理体制をさらに強化してまいります。 

（３）店舗閉鎖 

 これまでの業績を踏まえ、将来的な収益力の改善が見込めるか否かにつき、個店別、出店地域別

の観点から、再検証した結果、今後、収益力が改善する見込みのない店舗や一部地域の店舗群に

ついては撤退し、合理的な手法によって投下資本の回収を進めてまいります。 

 中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務

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

項目
前中間会計期間

(自 平成19年２月21日
至 平成19年８月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年２月21日
至 平成20年８月20日)

前事業年度
(自 平成19年２月21日
至 平成20年２月20日)

１ 資産の評価基準及び

評価方法

(1) たな卸資産 

 ① 商品 

  ａ 生鮮食品 

    最終仕入原価法

(1) たな卸資産

  ① 商品 

     同左

(1) たな卸資産

  ① 商品 

     同左

  ｂ その他の商品 

    売価還元原価法

 ② 貯蔵品 

     最終仕入原価法

  ② 貯蔵品 

       同左

  ② 貯蔵品 

     同左

(2) 有価証券

 ① 関連会社株式
 移動平均法によ る

原価法      

 ② 満期保有目的の債券

     償却原価法（定額法）

(2) 有価証券

 ① 関連会社株式
同左

  ② 満期保有目的の債券

同左

(2) 有価証券

 ① 関連会社株式

同左

 ② 満期保有目的の債券

同左

 ③ その他有価証券

  ａ 時価のあるもの

     中間決算末日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売 却 原 価 は 移 動

平均法により算定)

 ③ その他有価証券

    ａ 時価のあるもの

同左

 ③ その他有価証券

  ａ 時価のあるもの

    決算末日の市場価格等

に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法

により算定)

  

  ｂ 時価のないもの

    移動平均法による原

価法

  ｂ 時価のないもの

同左

  ｂ 時価のないもの

同左

２ 固定資産の減価償却

の方法

(1) 有形固定資産

    定率法  

 ただし、建物（建物付属

設備を除く)については定

額法  

 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物      10年～39年  

構築物     10年～20年  

什器備品     3年～15年 

（会計方針の変更） 

 法 人 税 法 の 改 正 に 伴

い、当中間会計期間より、

平成19年4月1日以降に取

得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法

に変更しております。  

 なお、この変更による営

業損失、経常損失および

税引前中間純損失に与え

る影響額は軽微でありま

す。
―――――――――――

(1) 有形固定資産
同左

―――――――――――

（追加情報）

  平成19年度の法人税法

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

(1) 有形固定資産

        同左

（会計方針の変更）   

 法 人 税 法 の 改 正 に 伴

い、当事業年度より、平成

19年4月1日以降に取得し

た有形固定資 産につい

て、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に

変更しております。    

 なお、この変更による営

業損失、経常損失および

税引前当期純損失に与え

る影響額は軽微でありま

す。 
―――――――――――
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項目
前中間会計期間

(自 平成19年２月21日
至 平成19年８月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年２月21日
至 平成20年８月20日)

前事業年度
(自 平成19年２月21日
至 平成20年２月20日)

２ 固定資産の減価償却
の方法

事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の5％相当額

と備忘価額との差額を5年

間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上し

ております。  

 なお、この変更により営

業損失、経常損失、税引

前中間純損失はそれぞれ

7,353千円増加しておりま

す。

(2) 無形固定資産

  定額法。なお、ソフトウェ

ア(自社利用分)について

は、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額

法

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

  定額法

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左

３ 繰延資産の処理方法 ――――――――――― ――――――――――― 株式交付費 

  支出時に全額費用として 

  処理しております。

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権

については、貸倒実績率

による計算額を、貸倒懸

念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能

性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員の賞与の支給に

備えるため、支給見込額

に基づき計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左

――――――――――― （3）閉店損失引当金

   店舗閉店に伴い発生す

る損失に備えるため、閉

店又は転貸を決定した店

舗について、今後発生す

ると見込まれる損失額を

計上しております。 

（追加情報） 

 店舗閉店に伴い発生す

る損失額の金額的重要性

が高まったため前事業年

度より、閉店損失引当金

を計上することとしました。  

 

（3）閉店損失引当金

   店舗閉店に伴い発生す

る損失に備えるため、閉

店又は転貸を決定した店

舗について、今後発生す

ると見込まれる損失額を

計上しております。  

（追加情報）  

 店舗閉店に伴い発生す

る損失額の金額的重要性

が高まったため当事業年

度より、閉店損失引当金

を計上することとしました。  
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項目
前中間会計期間

(自 平成19年２月21日
至 平成19年８月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年２月21日
至 平成20年８月20日)

前事業年度
(自 平成19年２月21日
至 平成20年２月20日)

４ 引当金の計上基準 なお、前中間会計期間に

計上することとした場合の

税引前中間純損失及び中

間純損失に与える影響額

は50,193千円の損失の増

加となります。

これにより、当事業年度

の税引前当期純損失及

び当期純損失に与える影

響額は322,000千円の損

失の増加となります。  

 なお、当中間会計期間

に計上することとした場

合の税引前中間純損失

及び中間純損失に与える

影響額は50,193千円の損

失の増加となります。

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当期末における

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。ま

た、数 理 計 算 上 の 差 異

は、各事業年度の発生時

における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(５年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしており

ます。 

 

(4) 退職給付引当金

同左

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当期末における

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。また、

数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(５

年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処

理することとしております。 

 

５ 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

６ 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

 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

７ 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

消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。なお、仮払消

費税等と仮受消費税等は、

相殺のうえ中間貸借対照表

上、流動負債のその他に含

めて表示しております。

消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。なお、仮払消

費税等と仮受消費税等は、

相殺のうえ中間貸借対照表

上、流動資産のその他に含

めて表示しております。    

消費税等の会計処理方法 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は、税抜方式によ

っております。
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(表示方法の変更)

前中間会計期間
(自 平成19年２月21日
至 平成19年８月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年２月21日
至 平成20年８月20日)

（中間貸借対照表）

 従来費用の未払額は「未払費用」とし「その他」として表示

しておりましたが、勘定科目の内容を見直したことにより合

理的な表示を行うため、当中間会計期間より債務の確定し

ている部分を「未払金」に含めております。 

 その結果、「未払金」が負債及び純資産の合計額の100分

の5超となったため当中間会計期間より区分掲記しておりま

す。 

 なお、前中間会計期間の「未払費用」に含まれる債務の確

定している費用の未払額は799,427千円であります。

（中間キャッシュ・フロー計算書）

 営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減額」は

前中間会計期間は「その他」に含めて表示しておりました

が、金額的重要性が増した為区分掲記しております。 

 なお、前中間会計期間の「その他」に含まれている「未払

金の増減額」は1,550千円であります。

――――――――――――――――

――――――――――――――――

(追加情報)

前中間会計期間
(自 平成19年２月21日
至 平成19年８月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年２月21日
至 平成20年８月20日)

前事業年度
(自 平成19年２月21日
至 平成20年２月20日)

（建築協力金の記載について）

 建築協力金については、金額的重要

性が増した為、取得価額と債権金額と

の差額を弁済期にいたるまで毎期一定

の方法で貸借対照表価額に加減する

方法（「償却原価法」）を適用することと

し、当該加減額は受取利息に含めて処

理しております。 

 この変更により、従来の方法に比べ、

営業損失が11,365千円増加し、経常損

失が2,755千円増加し,税引前中間純損

失は86,404千円減少して計上しており

ます。

────────────── （建築協力金の記載について）

 建築協力金については、金額的重要

性が増したため、取得価額と債権金額

との差額を弁済期にいたるまで毎期一

定の方法で貸借対照表価額に加減す

る方法（「償却原価法」）を適用すること

とし、当該加減額は受取利息に含めて

処理しております。  

 この変更により、従来の方法に比べ、

営業損失が23,183千円増加し、経常損

失が5,313千円増加し、税引前当期純

損失は83,847千円減少して計上してお

ります。
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(7) 中間財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末
(平成19年８月20日)

当中間会計期間末
(平成20年８月20日)

前事業年度末 
(平成20年２月20日)

※１有形固定資産の減価償却累計額

11,406,904千円

※１有形固定資産の減価償却累計額

10,243,595千円

※１有形固定資産の減価償却累計額

10,108,307千円

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成19年２月21日
至 平成19年８月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年２月21日
至 平成20年８月20日)

前事業年度
(自 平成19年２月21日
至 平成20年２月20日)

※１ 営業外収益のうち重要なもの

  受取利息        36,129千円

※１ 営業外収益のうち重要なもの

  受取利息          42,895千円

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息        56,000千円

※２ 営業外費用のうち重要なもの

  支払利息       18,142千円
※３ 特別利益のうち重要なもの

建築協力金利息  89,160千円 

※２ 営業外費用のうち重要なもの

  支払利息       20,015千円
※３ ───────

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息         39,368千円
※３  特別利益のうち重要なもの  
   建築協力金利息   89,160千円
  退店保証金受入益 199,675千円

※４ 特別損失のうち重要なもの

減損損失      919,578千円
決算調査費     183,077千円

※４ 特別損失のうち重要なもの
 減損損失       10,516千円

閉店損失引当金繰入額  30,000千円

※４ 特別損失のうち重要なもの

   減損損失        919,578千円
   決算調査費       183,077千円
閉店損失引当金繰入額  322,000千円

※５ 減価償却実施額

   有形固定資産     173,526千円
 無形固定資産      962千円

※５ 減価償却実施額

   有形固定資産      146,871千円
無形固定資産     503千円

※５ 減価償却実施額

有形固定資産      314,953千円
無形固定資産       1,392千円

※６ 減損損失
   当社は、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

用途 種類 場所 金額

事業用資産
建物

等

埼玉県、 

千葉県他
919,578千円

※６ 減損損失  

   当社は、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

用途 種類 場所 金額

事業用資産
建物

等
千葉県 10,516千円

※６ 減損損失
  当社は、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

用途 種類 場所 金額

事業用資産
建物

等

埼玉県 

千葉県
919,578千円

 

(2)減損損失の内訳

種類 金額

建物 592,980千円

構築物 51,801千円

器具備品 80,023千円

土地 182,424千円

その他 12,347千円

合計 919,578千円

 当社は、管理会計上の区分を基礎に
グルーピングを行っておりますが、現
在未稼働で今後も事業の用に供する
予定のないものについては遊休資産と
してグルーピングしております。  
 事業用資産のうち収益性が低下して
いる資産グループについて、減損の要
否を検討し、帳簿価額を回収可能価額
まで減額し減損損失を計上しておりま
す。  
 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、正味売却価額は不動産鑑定評価
基準に基づく不動産鑑定士による評価
額、または路線価に合理的な調整をし
た価額を基準としております。

 

(2)減損損失の内訳

種類 金額

建物 8,598千円

構築物 245千円

器具備品 1,672千円

合計 10,516千円

          同左  

(2)減損損失の内訳

種類 金額

建物 592,980千円

構築物 51,801千円

器具備品 80,023千円

土地 182,424千円

その他 12,347千円

合計 919,578千円

          同左
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前中間会計期間(自 平成19年２月21日 至 平成19年８月20日) 

１．発行済株式に関する事項 

 
２．自己株式に関する事項 

 
 (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加 646株は、全て単元未満株式の買取による増加であります。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 

 
  

 (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当中間会計期間後となるもの 

    該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成20年２月21日 至 平成20年８月20日) 

１．発行済株式に関する事項 

 
２．自己株式に関する事項 

 
 (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加 448株は、全て単元未満株式の買取による増加であります。 

  

(中間株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式 17,853,983株 ─ ─ 17,853,983株

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式 4,990株 646株 ─ 5,636株

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6月19日 
定時株主総会

普通株式 71,395 4.00 平成19年２月20日 平成19年6月20日

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式 23,185,983株 ─ ─ 23,185,983株

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式 5,945株 448株 ─ 6,393株
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３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４．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当中間会計期間後となるもの 

    該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成19年２月21日 至 平成20年２月20日) 

 １．発行済株式に関する事項 

 
    (注) 普通株式の増加は全て平成20年1月16日の第三者割当増資によるものであります。 

  

 ２．自己株式に関する事項 

 

 ３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

 ４．配当に関する事項 

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 17,853,983株 5,332,000株 ─ 23,185,983株

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式 4,990株 955株 ─ 5,945株

     (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加955株は、全て単元未満株式の買取による増加であります。

 

   (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6月19日 
定時株主総会

普通株式 71,395 4.00 平成19年2月20日 平成19年６月20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となるもの

  該当事項はありません。
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(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成19年２月21日
至 平成19年８月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年２月21日
至 平成20年８月20日)

前事業年度
(自 平成19年２月21日
至 平成20年２月20日)

※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

現金及び預金勘定  1,197,727千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金等   △30,000千円

         ────────
現金及び現金同等
物の中間期末残高    1,167,727千円
          

※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

現金及び預金勘定  1,667,677千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金等     △30,000千円

        ────────
現金及び現金同等
物の中間期末残高  1,637,677千円
          

※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  

  

現金及び預金勘定    2,116,674千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金等      △30,000千円

────────
現金及び現金同等
物の期末残高       2,086,674千円
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(リース取引関係)

前中間会計期間
(自 平成19年２月21日
至 平成19年８月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年２月21日
至 平成20年８月20日)

前事業年度
(自 平成19年２月21日
至 平成20年２月20日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

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  
  間期末残高相当額

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 
  間期末残高相当額

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)

中間期末 
残高 

相当額 
（千円）

器具備品 23,900 14,439 9,460

取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

中間期末
残高 

相当額 
（千円）

器具備品 23,900 20,414 3,485

取得価額 
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
（千円）

器具備品 23,900 17,427 6,472

２ 未経過リース料中間期末残高相当

額

１年内             6,025 千円

１年超             3,540 千円
────────

合計               9,565 千円

２ 未経過リース料中間期末残高相当

額

１年内             3,540 千円

１年超             ─ 千円
────────

合計                 3,540  千円

２  未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内               6,052 千円

１年超                 506 千円
────────

合計                 6,559 千円

３ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料
3,043千円

減価償却費相当額
2,987千円

支払利息相当額
51千円

３ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

  
支払リース料

3,043千円

減価償却費相当額
2,987千円

支払利息相当額
24千円

３ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

 
支払リース料

6,087千円

減価償却費相当額
5,974千円

支払利息相当額
90千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっており

ます 

    

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

   

５ 利息相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

同左

６ オペレーティング・リース取引

（借主側）  
  未経過リース料  
   1年以内     26,400千円 
  
   1年超      332,200千円 
                  ─────── 
   合計      358,600千円

６ オペレーティング・リース取引

（借主側）
  未経過リース料  
   1年以内    26,400千円 
  
   1年超     305,800千円 
                  ─────── 
   合計      332,200千円

６ オペレーティング・リース取引

（借主側）
  未経過リース料 
   1年以内    26,400千円 
  
   1年超      319,000千円 
                  ─────── 
   合計      345,400千円
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前中間会計期間末（平成19年8月20日） 

(1) 時価のある有価証券 

  

 
（注） 当中間会計期間において、１銘柄減損処理（264千円）を行っており、取得原価は減損処理後の帳簿価

    額となっております。 

減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ５０％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、３０％以上５０％未満下落した場合には、時価の回復可能性を考慮して必要と認めた額につい

て減損処理を行うこととしております。 

  

（２）時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

当中間会計期間末（平成20年8月20日） 

 
  

（注） 取得原価は減損処理後の帳簿価額となっております。 

減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ５０％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、３０％以上５０％未満下落した場合には、時価の回復可能性を考慮して必要と認めた額につい

て減損処理を行うこととしております。 

  

(有価証券関係)

区分
取得原価 

(千円)
中間貸借対照表計上額

     (千円)
差額 

(千円)

その他有価証券

     ①株式 167,620 142,305 △25,314

     ②債券 ─ ─ ─

     ③その他 ─ ─ ─

計 167,620 142,305 △25,314

区  分
中間貸借対照表計上額

(千円)

(1) 満期保有目的の債券 私募債 50,000

(2) 関連会社株式 108,749

(3) その他有価証券 非上場株式 145,000

合計 303,749

(1) 時価のある有価証券

区分
取得原価 

(千円)
中間貸借対照表計上額

    (千円)
差額 

(千円)

その他有価証券

     ①株式 102,806 103,318 512

     ②債券 ─ ─ ─

     ③その他 ─ ─ ─

計 102,806 103,318 512
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（２）時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

前事業年度末（平成20年2月20日） 

(1) 時価のある有価証券 

 
  

（注） 取得原価は減損処理後の帳簿価額となっております。 

減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ５０％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、３０％以上５０％未満下落した場合には、時価の回復可能性を考慮して必要と認めた額につい

て減損処理を行うこととしております。 

（２）時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

   

  

  

  

区  分
中間貸借対照表計上額

(千円)

(1) 満期保有目的の債券 私募債 50,000

(2) その他有価証券 非上場株式 15,000

(3) 関連会社株式 108,749

合計 173,749

区分
取得原価 

(千円)
中間貸借対照表計上額

     (千円)
差額 

(千円)

その他有価証券

     ①株式 106,392 97,782 △8,609

     ②債券 ─ ─ ─

     ③その他 ─ ─ ─

計 106,392 97,782 △8,609

区  分
貸借対照表計上額

(千円)

(1) 満期保有目的の債券 私募債 50,000

(2) その他有価証券 非上場株式 15,000

(3) 関連会社株式 108,749

合計 173,749
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当中間会計期間（自 平成20年２月21日  至 平成20年８月20日）  

  当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

  

  

前中間会計期間（自 平成19年2月21日  至 平成19年8月20日） 

 利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。 

  

当中間会計期間（自 平成20年2月21日  至 平成20年8月20日） 

 利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。 

  

前事業年度（自 平成19年２月21日  至 平成20年2月20日）  

 利益基準及び剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。 

  

  

前中間会計期間（自 平成19年２月21日  至 平成19年８月20日）  

  当社は、ストック・オプション等の取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成20年２月21日  至 平成20年８月20日）  

  当社は、ストック・オプション等の取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成19年２月21日  至 平成20年2月20日）  

  当社は、ストック・オプション等の取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

  

(デリバティブ取引関係)

前中間会計期間（自 平成19年２月21日  至 平成19年８月20日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。   

前事業年度（自 平成19年２月21日  至 平成20年2月20日）  

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

(持分法投資損益等)

(ストック・オプション等関係)
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前中間会計期間（自 平成19年2月21日  至 平成19年8月20日） 

 該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成20年2月21日  至 平成20年8月20日） 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成19年2月21日  至 平成20年2月20日） 

 該当事項はありません。 

  

  

 
  

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

 
  

 
  

   該当事項はありません。 

(企業結合等関係)

(１株当たり情報)

項 目
前中間会計期間

(自 平成19年２月21日
至 平成19年８月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年２月21日
至 平成20年８月20日)

前事業年度
(自 平成19年２月21日
至 平成20年２月20日)

１株当たり純資産額 594円32銭 446円35銭 477円38銭

１株当たり中間(当期)純
損失金額

116円60銭 31円44銭 157円56銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については

潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

        同左 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については

潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

項 目
前中間会計期間

(自 平成19年２月21日
至 平成19年８月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年２月21日
至 平成20年８月20日)

前事業年度
(自 平成19年２月21日
至 平成20年２月20日)

中間(当期)純損失(千円) 2,081,102 728,660 2,892,701

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)

2,081,102 728,660 2,892,701

普通株式の期中平均株式
数(千株)

17,848 23,180 18,360

(重要な後発事象)

前中間会計期間 
(自 平成19年２月21日 

 至 平成19年８月20日)

当中間会計期間
(自 平成20年２月21日 

 至 平成20年８月20日)

前事業年度 
(自 平成19年２月21日 

 至 平成20年２月20日)

該当事項はありません。 同左 同左

５ その他
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