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（百万円未満切捨て） 

１．20年8月中間期の業績（平成20年3月1日～平成20年8月31日） 
(1) 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 

 
20年8月中間期 
19年8月中間期 

百万円   ％ 
31,203（ 10.5） 
28,245（  8.5） 

百万円   ％
1,126（ 17.0）
962（ 13.0）

百万円   ％ 
1,141 ( 19.5） 
955（ 13.4） 

百万円   ％
635 ( 17.5） 
540（ 23.2） 

20年2月期 57,194  2,044  2,022  1,136 

 

 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

 
20年8月中間期 
19年8月中間期 

円   銭 
      35    02 

29    80 

円   銭
          － 
       29    80 

20年2月期       62  66        62    66   

(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

 
20年8月中間期 
19年8月中間期 

百万円 
27,537 
21,129 

百万円
9,420 
8,388 

   ％ 
34.2 
39.7 

円   銭
     519    22 
    462   34 

20年2月期 23,125 8,984 38.8    495  19 

(参考) 自己資本 20年8月中間期  9,420百万円  19年8月中間期 8,388百万円  20年2月期 8,984百万円 
(注) 当中間会計期間末の総資産には、期末金融機関休業日による仕入債務等の未決済分が3,636百万円含まれております。 

 

(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

 
20年8月中間期 
19年8月中間期 

百万円 
5,962 
1,896 

百万円
△2,354 
△1,804 

百万円 
△984 

      114 

百万円
4,872 
1,876 

20年2月期  2,798 △3,257     1,039  2,249 

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 

 
20年2月期 

円  銭 
― 

円  銭

11  00 

円  銭

11  00 

21年2月期（実績） ―  

21年2月期（予想）  11  00 
11  00 

 

３．21年2月期の業績予想(平成20年3月1日～平成21年2月28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 

 
通 期 

百万円  ％ 
63,000（ 10.2） 

百万円  ％
2,110（  3.2）

百万円  ％
2,070（  2.3）

百万円  ％ 
1,160（  2.0） 

円  銭
63  93 
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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) 

20年8月中間期 18,144,000株 19年8月中間期 18,144,000株 20年2月期 18,144,000株 

  ② 期末自己株式数   20年8月中間期     76株 19年8月中間期     ―株 20年2月期     ―株 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益の算定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、その他特記事項 

 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び

合理的であると判断する一定の基準に基づいており、実際の業績等はさまざまな要因により大きく

異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

等については、３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 当中間期の経営成績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気減速の影響を受け、高水準で推移していた企業収益

は減少し、雇用者所得の伸び悩みやエネルギー・食料価格の上昇などから、個人消費は弱めの動きとなりま

した。小売業界におきましては、原材料の高騰による仕入価格の上昇や、業態を越えた企業間競争の激化な

ど、厳しい状況で推移しました。当社がドミナント(一定の地域に集中的に出店する。)化を図っております

商勢圏内にも、競合店が開店するなど、引き続き厳しい経営環境が続きました。 

このような状況の中で当社は、平成20年６月に24時間営業の丸亀店（香川県丸亀市 売場面積600坪型）を

開店し、香川県に初出店しました。既存店におきましては、連島店（岡山県倉敷市）の改装を行い、既存店

舗の活性化を推進し、明るく清潔感のある店舗で、お買物を楽しんでいただける環境づくりに取り組みまし

た。これにより、当中間会計期間では、既存店売上高の前年同期比は101.2％（当初計画100.1％）と好調に

推移しました。なお、平成20年８月31日現在の店舗数は、広島県19店舗、岡山県18店舗、香川県１店舗の計

38店舗となりました。 

商品面におきましては、実施以来ご好評いただいております「低価格そのまんま宣言」を期間延長して実

施し、「くらしらくらく宣言」では、「適切な品質」「低価格」及び「安全・安心・健康」をコンセプトに

持つプライベートブランド商品である「ハローズセレクション」の開発を進め、お客様に支持される環境づ

くりに取り組みました。 

「ハローズセレクション」の売上構成比は、前中間会計期間の6.0％から0.9ポイント上昇し6.9％となりま

した。 

以上の結果、当中間会計期間の売上高は312億３百万円(前年同期比10.5％増)、営業利益は11億26百万円(前

年同期比17.0％増)、経常利益は11億41百万円(前年同期比19.5％増)、中間純利益は６億35百万円(前年同期

比17.5％増)となりました。 
 

② 当期の見通し 

当期の見通しにつきましては、雇用者所得の伸び悩みやエネルギー・食料価格の上昇などから、個人消費

は弱めの動きとなり、小売業界におきましては、原材料の高騰による仕入価格の上昇や同業他社に加え業態

を越えた店舗間競争の激化等により、引き続き厳しい経営環境が続くものと予測されます。 

店舗展開につきましては、下期に六条店（香川県高松市）、笠岡店（岡山県笠岡市）、総社店（岡山県総

社市）の３店舗の出店を予定しております。 

また、「くらしらくらく宣言」では、当社開発商品の「ハローズセレクション」のうち、25品目について

さらに値下げを実施し、また、「低価格そのまんま宣言」の継続実施や２か月ごとにお買い得商品を入れ替

え提供する「うれしい値」などを実施し、お客様が安心してお買物ができる環境づくりをしてまいります。 

以上により、当期の見通しは、売上高630億円（前期比10.2％増）、営業利益は21億10百万円（前期比3.2％

増）、経常利益は20億70百万円（前期比2.3％増）、当期純利益は11億60百万円（前期比2.0％増）を見込ん

でおります。 
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（2） 財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

当中間会計期間末において、前事業年度末の財政状態と比べて主な変動は次のとおりであります。 

資産の部においては、有形固定資産が新規出店等に伴う土地及び建物等の取得により、９億70百万円増加

し165億22百万円となりました。 

負債の部においては、流動負債は、当中間会計期間末日が金融機関休業日のため仕入債務等の未決済分36

億36百万円が含まれていること、短期借入金の減少15億円があったことにより、33億16百万円増加し115億17

百万円となました。 

固定負債は預り建設協力金等の増加により、６億58百万円増加し65億98百万円となりました。 

純資産の部においては、別途積立金が９億円増加し、純資産合計は94億20百万円となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産取得等による支

出等の要因により一部相殺されたものの、税引前中間純利益を11億45百万円計上したこと及び仕入債務の増

加40億81百万円等の要因により、前事業年度末に比べて26億23百万円増加し、当中間会計期間末には48億72

百万円となりました。 

 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    当中間会計期間において、営業活動の結果得られた資金は59億62百万円（前年同期比40億66百万円増加）

でありました。これは主に、税引前中間純利益11億45百万円（前年同期比１億86百万円増加）、仕入債務の

増加40億81百万円（前年同期比32億31百万円増加）、預り建設協力金１億43百万円（前年同期比81百万円増

加）及び預り敷金保証金の増加１億32百万円（前年同期比98百万円増加）によるものであります。 

 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

     当中間会計期間において、投資活動の結果使用した資金は23億54百万円（前年同期比５億50百万円増加）

でありました。これは主に、出店候補地の土地及び新店舗の建設等に伴う有形固定資産取得による支出16億

23百万円（前年同期比１億円増加）及び差入敷金保証金の支払による支出５億49百万円（前年同期比４億30

百万円増加）によるものであります。 

 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     当中間会計期間において、財務活動の結果使用した資金は９億84百万円（前年同期は１億14百万円の収入）

でありました。これは主に、短期借入れの返済15億円（前年同期は５億円の借入）、長期借入れによる収入

15億円（前年同期比９億円増加）、長期借入金の返済による支出７億85百万円（前年同期比20百万円減少）

及び配当金の支払額１億99百万円（前年同期比18百万円増加）によるものであります。 
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（参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移 

決算年月 
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 （％） 37.7 40.9 41.4 38.8 34.2

時価ベースの自己資本比率 （％） 75.1 84.1 62.2 50.8 46.5

債務償還年数 （年） 2.4 2.4 2.1 2.2 0.9

インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ 

（倍） 28.2 33.7 40.7 42.7 155.3

(注) １ 各指標の算出基準は以下のとおりであります。 

  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）÷（キャッシュ・フロー） 

  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） 

２ 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算出しております。なお、平成18年３月１日付をもって１

株につき２株の割合で株式分割を行っており、平成18年２月期末の株価は分割権利落後の株価となっておりますので、

平成18年２月期の株式時価総額につきましては、過年度との整合性を図ることから、権利落後の株価に分割割合を乗

じて算出しております。 

３ 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にしております。 

４ キャッシュ・フロー及び利払いにつきましてはキャッシュ・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。 

５ 平成20年８月中間期の総資産には、期末金融機関休業日による仕入債務等の未決済分が3,636百万円含まれております。

内、仕入債務は3,380百万円であります。 

 

 

（3）会社の利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主各位に対する利益還元を経営の 重要課題の一つとして位置付けており、主に出店等の設備

投資など、経営基盤の確立に必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当の継続を基本方針としております。

なお、当中間期の配当は見送りとし、当期末配当は１株につき11円を予定しております。 

 

（4）事業等のリスク 

当社は、事業等に関するリスクについての定期的な評価を実施しており、その中で投資者の判断に重要な

影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を下記に記載しております。したがって、以下は当社に関

する全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外にもリスクは存在します。当社は、リス

ク要因のいずれかが発生する可能性を踏まえ、発生の回避及び発生した場合の対応に努めてまいります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当中間会計期末現在において、当社が判断したものであります。 

① 出店戦略について 

当社は平成20年８月31日現在38店舗(広島県19店舗、岡山県18店舗、香川県１店舗)を運営しております。

現在、広島県東部及び岡山・倉敷にドミナント出店をしております。出店先の選定につきましては出店条

件を重視し、立地条件、周辺人口、採算性等の調査に基づき、投資回収期間及び予想利益等の一定条件を

満たすものを出店対象としておりますが、出店条件に合致する物件がなく出店を取りやめる場合又は諸条

件の変更等により出店予定数の見直しや開発コストが増大する可能性があります。これらに伴い、当社の

業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社店舗の出店及び増改築に際しては「大規模小売店舗立地法」の規制を受ける場合があり、売

場面積1,000㎡を超える店舗の出店及び増改築については、都道府県、政令指定都市及び指定された市に届

出が義務付けられております。「大規模小売店舗立地法」届出後、駐車台数、騒音対策、廃棄物処理等に

ついて、地元住民の意見を踏まえ審査が進められます。したがって、審査の状況及び規制の変更等により、

当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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② 経営環境について 

当社は食品スーパーマーケットを主体としており、個人消費者との結びつきが強い業種であります。し

たがって、雇用環境等の悪化による消費購買力の低下、天候要因による季節の売れ筋商品の変化等が発生

した場合や競合他社の進出又は業態変更及び商品調達先からの値上げ要請などにより、当社の業績及び財

務状況に影響を及ぼす可能性があります。また、ＢＳＥ(牛海綿状脳症)問題を初め、鳥インフルエンザ、

ノロウィルスの発生や冷凍食品の農薬中毒問題などにみられるように、食の安全性を揺るがす問題の発生

は、消費者の購買意欲を低下させる要因となり、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

③ 食品衛生管理について 

当社は、小売業として「食品衛生法」の規制を受けており、商品の取り扱いに関する衛生管理、鮮度管

理及び温度管理等に対し厳格な注意を払っております。また、製造委託先工場への立入り検査や店頭商品

の抜取り検査を行うなど、全社一丸となり商品全般で予見されるリスクの発生防止に取り組んでおります。 

しかしながら、上記の衛生管理等の取り組みの範囲を超えた事象が発生した場合には、当社の業績及び

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 商品開発について 

当社は、差別化の一環としてＰＢ商品「ハローズセレクション」の開発を積極的に行っており、その開

発にあたっては、「適切な品質」、「低価格」及び「安全・安心・健康」を基本コンセプトにしておりま

す。しかしながら、消費者ニーズの急激な変化により結果として商品が消費者ニーズに合致しなくなった

場合は、売上高の低迷等により、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 個人情報保護法について 

平成17年４月１日から全面的に施行された個人情報保護法は、個人情報を取り扱う事業者に対して、個

人情報を安全に管理する義務、利用目的を特定し当該利用目的に限定して個人情報を利用する義務等を定

めております。当社においては、顧客情報など個人情報を取り扱っているため、従業員の意識改革を行う

とともに、保管場所の改善や機密文書のセキュリティ強化等、法の遵守に努めておりますが、個人情報の

流出が発生した場合には、当社の社会的信用の低下・顧客からの損害賠償請求等により、当社の業績及び

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥ システムトラブルについて 

当社では、情報システムの安全管理体制構築を図っておりますが、自然災害、ソフトウェア及びハード

ウェアの欠陥等によりシステム障害が発生した場合、店舗運営に支障をきたすこととなり、当社の業績及

び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。また、物流や商品供給等の重要なインフラの業務委託先の

技術力や収益力等が著しく低下した場合や当該業務委託先との契約の継続が困難となった場合も、当社の

業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦ 固定資産の減損会計導入の影響について 

当社は出店するにあたり建物、土地を一部自社保有しております。平成19年２月期から固定資産の減損

会計の適用を受けており、保有する固定資産に減損処理が必要になった場合は、当社の業績及び財務状況

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑧ 厚生年金保険料の負担範囲拡大について 

当社は、短時間労働者(パートタイム社員)を多用しております。年金制度改革に際して、短時間労働者

に対する厚生年金の適用基準を拡大する案が検討されておりましたが、 終的には当該拡大案は年金制度

改革に盛り込まれなかったという経緯があります。しかしながら今後、当該拡大案が適用された場合、当

社が負担する保険料の増加等により、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑨ 人材の確保と育成について 

当社は、優れた人材の採用及び教育を 重要課題の一つとしており、今後の事業拡大には、パートタイ

ム社員も含め優秀な人材の確保が不可欠であると認識しております。従業員に対しては、昇格試験制度や

業績評価制度、また、報奨金制度等のインセンティブを導入し、志気向上を促すとともに、各種研修プロ

グラムの充実を図り、人材育成に力を注いでおります。しかし、必要とされる人材の採用、教育が計画ど

おり進まない場合、出店計画の見直しや、店舗管理レベル、商品力の低下等により、当社の業績及び財務

状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑩ 消費税率引き上げについて 

平成16年４月１日から消費税の総額表示の義務化により、システム変更等多額の投資と表示切替え作業

によるコスト増加を余儀なくされました。昨今、将来の社会保障負担の増加に備えるためなど、消費税率

の引き上げが論議されております。これらの状況から、将来の税制改正において消費税率の引き上げが承

認された場合、食料品等個人消費への悪影響が予測され、加えて、新制度への切替えに要する費用負担の

増加等により、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑪ 賃借した土地等の継続的使用について 

当社は、新規出店の際に土地及び建物を取得する場合と賃借する場合があります。賃借する場合は対象

物件の権利関係等の確認を行っておりますが、土地等の所有者である法人・個人が破綻等の状態に陥り、

土地等の継続的使用が困難となった場合には、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑫ 差入敷金保証金について 

当社は、賃借による出店にあたり、敷金保証金の差入れを行っております。当中間会計期間末現在の差

入敷金保証金の残高は、20億21百万円であります。この差入敷金保証金を担保する為に賃借権の登記等保

全対策を講じております。また、差入敷金保証金の一部は賃借期間にわたっての分割返済を受けておりま

すが、賃借先の経済的破綻等によりその一部又は全部が回収できなくなった場合、当社の業績及び財務状

況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑬ 金利変動による影響について 

当社の設備投資資金は主に長期借入金によって調達しており、当中間会計期間末現在の有利子負債残高

は、54億58百万円となっており、総資産の19.8％を占めております。このうち長期借入金は、54億58百万

円(一年内返済含む)で、主に固定金利による借入であるため、金利変動による影響は比較的少ないものと

考えられます。しかしながら、今後の資金調達において、急激に金利が上昇した場合、当社の業績及び財

務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑭ 自然災害による影響について 

当社は、一定地域に集中して出店しております。このため、地震や台風などの自然災害が発生した場合、

多数の店舗が被害を受ける可能性があります。また、災害により交通が遮断され、商品の流通や仕入が困

難となった場合は、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑮ 深夜営業について 

当社は、24時間営業の店舗を主体としております。出店に際し、近隣住民の皆様への事前説明を実施す

るなど、営業に関するご理解を頂いておりますが、今後環境変化が起こり、24時間営業ができなくなった

場合、流通や作業の変更によるコストが発生し、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。 
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２．企業集団の状況 

当社は、広島県東部、岡山県及び香川県の瀬戸内沿岸部に配置した店舗において24時間営業を主体にした

食品スーパーマーケットを展開しております｡ 

主な販売品目は、青果、鮮魚、惣菜、精肉、一般食品、デイリー、菓子、雑貨、酒類等であります｡ 

季節の上位品目の豊富な品揃え、広く停めやすい駐車場やストレスを感じさせない高い天井等により明る

く快適な店づくりを推進しております｡ 

当社は、子会社及び関連会社を有しておりませんので企業集団の状況は記載しておりません。 

なお、当社の組織については、食品スーパーマーケットという単一事業部門のため、事業部門の区分はい

たしておりません｡ 

事業の系統図は、次のとおりであります｡ 

 

                                                      

 

 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、昭和33年の設立以来、「地域社会の生活文化向上に貢献する」､「従業員の幸せづくり人づくりを

する」、「お取引先様との共存共栄をはかる」、「成長発展のため利益を確保する」という経営理念を掲げ

営業基盤を拡大してまいりました。平成６年から全国でも例の少ない、売場面積300坪型の24時間営業食品ス

ーパーマーケットを、他社に先駆けて展開してまいりました。現在は、売場面積300坪型、450坪型及び600坪

型の24時間営業食品スーパーマーケットを主力業態としております。今後も、この経営理念の下で、多様化

するお客様のニーズに積極的に応え、事業拡大に取り組んでまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社の経営上の目標指標は、総資産経常利益率（ＲＯＡ）であります。当社は、この指標を達成するため、

売上高経常利益率及び総資産回転率の向上を目指しております。 

売上高経常利益率におきましては、高収益商品の開発、情報システム及び物流システムの改革並びに固定

費の削減等に取り組み、売上高経常利益率4.0％を目指しております。 

また、総資産回転率におきましては、用地の取得形態を賃借物件３に対し、取得物件１の割合を基準とし、

主に事業用定期借地契約を行うことにより、新規出店に伴う設備投資額を抑え、総資産回転率3.0回を目指し

ております。 

以上の取り組みにより、当社は、当業界内で高い水準である売上高経常利益率を確保しつつ、資産を有効

活用したうえで、総資産経常利益率12.0％を目指してまいります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、広島県東部、岡山県及び香川県の瀬戸内沿岸部で、標準化した店舗によるドミナント化を目指し

ております。 

出店形態は、より競争力を高めるために、標準化した売場面積300坪型、450坪型及び600坪型の24時間営業

食品スーパーマーケットを主力業態としてまいります｡ 

また、より買物の利便性を高めるために、来店頻度の似かよった異業種の店舗を同じ敷地内に誘致して複

合化を図るＮＳＣ(近隣購買型ショッピングセンター)の比率を高めてまいります。 

ライフスタイルの変化に伴う消費者ニーズを的確に把握しながら、「清潔で明るい」、「ストレスを感じ

させない」をコンセプトにした「地域一番お客様貢献店づくり」を目指してまいります。 

 

 

 

取引先 当社 一般顧客 
商品 商品 
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(4) 会社の対処すべき課題 

① 出店における課題 

広島商勢圏、岡山商勢圏に続き、香川商勢圏でのドミナント化を確立してまいります。業態に関しまして

は、アーバン（都市住宅地域）に出店する売場面積300坪型及びサバブ（郊外住宅地域）に出店する売場面

積450坪型、600坪型の標準化したフォーマットを確立してまいります。また、買物に便利な商業集積地と

して、異業種と複合化したオープンモール型のＮＳＣ化と商圏内ベスト立地の確保に引き続き取り組んで

まいります。 

 

② 商品における課題 

新鮮・安全・安心な生鮮食品、出来たて、おいしさを伴った惣菜等の調理済み食品、品質が高く、そして

低価格なドライグロサリー食品を販売計画及びカテゴリーマネジメントに沿って提供してまいります。ま

た、「適切な品質」、「低価格」及び「安全・安心・健康」をコンセプトに持つＰＢ商品であるハローズ

セレクションの開発及び充実に努め、顧客満足度の更なる向上を目指してまいります。 

 

③ 店舗運営における課題 

店舗における商品補充、生鮮品の加工、清掃等の業務が時間帯ごとに明確化された「24時間店舗運営シス

テム」、24時間営業の商品・資材の提供を支援する「24時間物流システム」そして顧客ニーズと各業務シ

ステムを連携する「24時間情報システム」を更に高度運用することにより、労働生産性の向上、品切れに

よるチャンスロスの防止、売れ残り等のロスの削減、ローコスト・オペレーションの確立に努めてまいり

ます。また、物流拠点の集約など、さらに物流の効率化を推進してまいります。 

 

④ 組織における課題 

昇格試験制度や業績評価制度及び報奨金制度等のインセンティブを導入し、志気向上を促すとともに、各

種研修プログラムの充実を図り、人材育成に力を注いでまいります。また、今後の出店に伴い、店長・副

店長及び主任の早期育成並びにパートタイム社員の戦力化を図るとともに、更なる営業力の強化のための

経験者のスカウト及び嘱託社員制度の運用により、優秀な人材の確保に努めてまいります。 

 

 

(5) その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項） 

該当事項はありません。 
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４．中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 
 （単位：千円、％） 

  
前中間会計期間末 

(平成19年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成20年８月31日) 
増減 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成20年２月29日) 

区分 
注記 

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  1,876,581 4,872,980 2,996,399 159.7 2,249,845

２ 売掛金  495 187 △307 △62.1 268

３ たな卸資産  1,148,976 1,231,647 82,670 7.2 1,245,846

４ その他  396,961 461,170 64,208 16.2 393,630

貸倒引当金  △230 △300 △70 30.4 △300

流動資産合計  3,422,784 16.2 6,565,686 23.8 3,142,901 91.8 3,889,289 16.8

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1,2   

(1) 建物  7,107,540 7,622,473 514,933 7.2 7,521,191

(2) 構築物  1,028,421 995,846 △32,574 △3.2 1,055,066

(3) 土地  5,557,769 6,346,892 789,122 14.2 6,028,600

(4) その他  744,877 1,557,735 812,857 109.1 947,422

 計  14,438,607 68.3 16,522,947 60.0 2,084,339 14.4 15,552,281 67.3

２ 無形固定資産  130,759 0.6 121,554 0.5 △9,205 △7.0 119,669 0.5

３ 投資その他の資産    

(1) 差入敷金保証金  1,484,945 2,021,559 536,613 36.1 1,597,052

(2) 長期前払費用  1,371,821 2,007,619 635,798 46.3 1,678,192

(3) その他  280,974 297,802 16,827 6.0 289,263

 計  3,137,742 14.9 4,326,981 15.7 1,189,239 37.9 3,564,508 15.4

固定資産合計  17,707,109 83.8 20,971,482 76.2 3,264,373 18.4 19,236,459 83.2

資産合計  21,129,894 100.0 27,537,168 100.0 6,407,274 30.3 23,125,749 100.0
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 （単位：千円、％） 

  
前中間会計期間末 

(平成19年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成20年８月31日) 
増減 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成20年２月29日) 

区分 
注記 

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  3,314,870 6,988,502 3,673,631 110.8 2,906,852

２ 短期借入金  500,000 ― △500,000 ― 1,500,000

３ 1年以内に返済 

予定の長期借入金 
※２ 1,266,502 1,701,378 434,876 34.3 1,348,194

４ 未払金  320,506 969,371 648,864 202.4 900,866

５ 未払費用  529,950 653,055 123,104 23.2 483,133

６ 未払法人税等  453,235 567,326 114,091 25.2 505,902

７ ポイント値引引当金  142,100 173,700 31,600 22.2 148,900

８ その他 ※２ 351,099 464,384 113,285 32.3 407,307

流動負債合計  6,878,264 32.6 11,517,718 41.8 4,639,454 67.5 8,201,156 35.5

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２ 3,551,978 3,757,023 205,045 5.8 3,396,132

２ 退職給付引当金  178,121 201,675 23,554 13.2 190,363

３ 役員退職慰労引当金  189,440 205,360 15,920 8.4 197,410

４ 預り建設協力金 ※２ 963,891 1,179,014 215,123 22.3 1,061,396

５ 預り敷金保証金  733,875 965,706 231,831 31.6 832,878

６ 長期前受収益  245,650 290,049 44,399 18.1 261,664

固定負債合計  5,862,957 27.7 6,598,830 24.0 735,872 12.6 5,939,844 25.7

負債合計  12,741,221 60.3 18,116,548 65.8 5,375,327 42.2 14,141,000 61.2
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（単位：千円、％） 

  
前中間会計期間末 

(平成19年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成20年８月31日) 
増減 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成20年２月29日) 

区分 
注記 

番号 
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  1,167,625 5.5 1,167,625 4.3 ― ― 1,167,625 5.0

２ 資本剰余金    

資本準備金  1,110,604 1,110,604 ― ― 1,110,604

資本剰余金合計  1,110,604 5.3 1,110,604 4.0 ― ― 1,110,604 4.8

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  16,200 16,200 ― ― 16,200

(2) その他利益剰余金    

特別償却準備金  75 ― △75 ― ―

別途積立金  5,322,000 6,222,000 900,000 16.9 5,322,000

繰越利益剰余金  772,028 904,174 132,146 17.1 1,368,311

利益剰余金合計  6,110,303 28.9 7,142,374 25.9 1,032,070 16.9 6,706,511 29.0

４ 自己株式  ― △50 △0.0 △50 ― ―

株主資本合計  8,388,533 39.7 9,420,554 34.2 1,032,020 12.3 8,984,741 38.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券 

評価差額金 
 138 0.0 65 0.0 △73 △53.0 6 0.0

評価・換算差額等合計  138 0.0 65 0.0 △73 △53.0 6 0.0

純資産合計  8,388,672 39.7 9,420,619 34.2 1,031,947 12.3 8,984,748 38.8

負債純資産合計  21,129,894 100.0 27,537,168 100.0 6,407,274 30.3 23,125,749 100.0
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(2) 中間損益計算書 
 

 （単位：千円、％） 

  
前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日

至 平成19年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成20年３月１日

至 平成20年８月31日)

増減 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成19年３月１日

至 平成20年２月29日)

区分 
注記 

番号 
金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 増減率 金 額 百分比

Ⅰ 売上高  28,245,474 100.0 31,203,910 100.0 2,958,436 10.5 57,194,970 100.0

Ⅱ 売上原価  21,741,281 77.0 23,993,280 76.9 2,251,999 10.4 43,820,400 76.6

売上総利益  6,504,193 23.0 7,210,630 23.1 706,437 10.9 13,374,569 23.4

Ⅲ 営業収入  659,841 2.3 784,167 2.5 124,325 18.8 1,370,551 2.4

営業総利益  7,164,034 25.3 7,994,798 25.6 830,763 11.6 14,745,121 25.8

Ⅳ 販売費及び一般管理費  6,201,103 21.9 6,867,832 22.0 666,729 10.8 12,700,677 22.2

営業利益  962,931 3.4 1,126,966 3.6 164,034 17.0 2,044,443 3.6

Ⅴ 営業外収益 ※１ 33,836 0.1 64,657 0.2 30,821 91.1 64,503 0.1

Ⅵ 営業外費用 ※２ 41,731 0.1 50,341 0.1 8,609 20.6 86,164 0.2

経常利益  955,036 3.4 1,141,282 3.7 186,245 19.5 2,022,783 3.5

Ⅶ 特別利益 ※３ 12,829 0.0 6,018 0.0 △6,810 △53.1 12,829 0.0

Ⅷ 特別損失 ※４ 9,493 0.0 2,226 0.0 △7,266 △76.5 11,072 0.0

税引前中間(当期)純利益  958,372 3.4 1,145,074 3.7 186,702 19.5 2,024,540 3.5

法人税、住民税及び事業税  436,254 1.5 548,390 1.7 112,135 25.7 921,452 1.6

法人税等調整額  △18,622 △0.0 △38,762 △0.1 △20,139 108.1 △33,860 △0.1

中間(当期)純利益  540,740 1.9 635,446 2.1 94,706 17.5 1,136,948 2.0
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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３月１日 至 平成19年８月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金
合計 

利益準備金
特別償却
準備金 

別途積立金
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本

合計 

平成19年２月28日残高(千円) 1,167,151 1,110,133 1,110,133 16,200 151 4,522,000 1,212,621 5,750,973 8,028,258

中間会計期間中の変動額     

 新株の発行 474 471 471    945

 剰余金の配当   △181,410 △181,410 △181,410

 中間純利益   540,740 540,740 540,740

別途積立金の積立   800,000 △800,000 ― ―

特別償却準備金の取崩   △75 75 ― ―

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) 

474 471 471  △75 800,000 △440,593 359,330 360,275

平成19年８月31日残高(千円) 1,167,625 1,110,604 1,110,604 16,200 75 5,322,000 772,028 6,110,303 8,388,533

 

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

平成19年２月28日残高(千円) 345 345 8,028,604

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行   945

 剰余金の配当   △181,410

 中間純利益   540,740

別途積立金の積立   ―

特別償却準備金の取崩   ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△206 △206 △206

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△206 △206 360,068

平成19年８月31日残高(千円) 138 138 8,388,672
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当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金
合計 

利益準備金
別途積立金

繰越 

利益剰余金

利益剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本

合計 

平成20年２月29日残高(千円) 1,167,625 1,110,604 1,110,604 16,200 5,322,000 1,368,311 6,706,511 ― 8,984,741

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当   △199,584 △199,584  △199,584

 中間純利益   635,446 635,446  635,446

別途積立金の積立   900,000 △900,000 ―  ―

自己株式の取得    △50 △50

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) 

   900,000 △464,137 435,862 △50 435,812

平成20年８月31日残高(千円) 1,167,625 1,110,604 1,110,604 16,200 6,222,000 904,174 7,142,374 △50 9,420,554

 

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

平成20年２月29日残高(千円) 6 6 8,984,748

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当   △199,584

 中間純利益   635,446

別途積立金の積立   ―

自己株式の取得   △50

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

58 58 58

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

58 58 435,871

平成20年８月31日残高(千円) 65 65 9,420,619
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金
合計 

利益準備金
特別償却
準備金 

別途積立金
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金 
合計 

株主資本

合計 

平成19年２月28日残高(千円) 1,167,151 1,110,133 1,110,133 16,200 151 4,522,000 1,212,621 5,750,973 8,028,258

事業年度中の変動額     

 新株の発行 474 471 471    945

 剰余金の配当   △181,410 △181,410 △181,410

 当期純利益   1,136,948 1,136,948 1,136,948

別途積立金の積立   800,000 △800,000 ― ―

特別償却準備金の取崩   △151 151 ― ―

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) 

474 471 471  △151 800,000 155,689 955,538 956,483

平成20年２月29日残高(千円) 1,167,625 1,110,604 1,110,604 16,200 ― 5,322,000 1,368,311 6,706,511 8,984,741

 

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

平成19年２月28日残高(千円) 345 345 8,028,604

事業年度中の変動額   

 新株の発行   945

 剰余金の配当   △181,410

 当期純利益   1,136,948

別途積立金の積立   ―

特別償却準備金の取崩   ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△338 △338 △338

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

△338 △338 956,144

平成20年２月29日残高(千円) 6 6 8,984,748
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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３月１日 

 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29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)純利益  958,372 1,145,074 2,024,540

２ 減価償却費  353,765 371,880 745,458

３ 貸倒引当金の増加額  10 ― 80

４ 退職給付引当金の増加額  11,660 11,312 23,901

５ 役員退職慰労引当金の増加額  7,950 7,950 15,920

６ ポイント値引引当金の増加額  21,900 24,800 28,700

７ 受取利息及び受取配当金  △4,131 △7,761 △9,026

８ 支払利息  41,076 50,266 84,794

９ 固定資産売却益  △5,353 △616 △5,353

10 固定資産除売却損  9,493 2,226 11,072

11 株式交付費  ― ― 34

12 売上債権の減少額  839 80 1,066

13 たな卸資産の減少額(△増加額)  △92,483 14,198 △189,352

14 仕入債務の増加額  850,331 4,081,649 442,313

15 未払消費税等の増加額(△減少額)  △362 △25,067 21,830

16 預り建設協力金の増加額    62,332 143,376 172,559

17 預り敷金保証金の増加額  33,982 132,828 132,985

18 その他  175,857 534,820 288,799

小計  2,425,240 6,487,021 3,790,323

19 利息及び配当金の受取額  1,434 1,196 2,396

20 利息の支払額  △33,303 △38,396 △65,456

21 法人税等の支払額  △496,537 △486,966 △929,067

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,896,834 5,962,854 2,798,195

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  △1,523,496 △1,623,911 △2,559,236

２ 有形固定資産の売却による収入  9,303 87,517 20,976

３ 無形固定資産の取得による支出  △50,906 △19,873 △24,936

４ 店舗賃借に係る長期前払費用の支出  △135,407 △292,535 △467,666

５ 差入敷金保証金等の回収による収入  15,508 43,933 44,423

６ 差入敷金保証金等の支払による支出  △119,244 △549,861 △271,437

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,804,242 △2,354,729 △3,257,876

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加額(△減少額)    500,000 △1,500,000 1,500,000

２ 長期借入れによる収入  600,000 1,500,000 1,200,000

３ 長期借入金の返済による支出  △805,931 △785,925 △1,480,085

４ 株式の発行による収入  945 ― 910

５ 自己株式の取得による支出  ― △50 ―

６ 配当金の支払額  △180,832 △199,014 △181,107

財務活動によるキャッシュ・フロー  114,181 △984,989 1,039,718

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  206,773 2,623,135 580,036

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,669,808 2,249,845 1,669,808

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  1,876,581 4,872,980 2,249,845
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(5) 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

１ 資産の評価基準及び

評価方法 

(1) たな卸資産 

  商品 

   生鮮食品 

    … 終仕入原価法 

   その他の商品 

    …売価還元法による

原価法 

  貯蔵品 

   終仕入原価法 

(1) たな卸資産 

同左 

(1) たな卸資産 

同左 

 (2) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

     中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法(評価差額は全部

純資産直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定) 

   時価のないもの 

     移動平均法による

原価法 

(2) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

    

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(2) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

     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 

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、平成10

年４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備を

除く)については定額法)

によっております。 

   なお、耐用年数及び残存

価額については、法人税

法に規定する方法と同一

の基準によっておりま

す。 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正（「所得税法

等の一部を改正する法律」（平

成19年３月30日 法律第６号）

及び「法人税法施行令の一部を

改正する政令」（平成19年３月

30日 政令第83号））に伴い、

平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、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。 

これに伴い、前中間会計期間

と同一の方法によった場合と

比べ、営業利益、経常利益及び

税引前中間純利益がそれぞれ

2,244千円減少しております。

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

(1) 有形固定資産 

定率法(ただし、平成10

年４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備を

除く)については定額法)

によっております。 

   なお、耐用年数及び残存

価額については、法人税

法に規定する方法と同一

の基準によっておりま

す。 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正（「所得税法

等の一部を改正する法律」（平

成19年３月30日 法律第６号）

及び「法人税法施行令の一部を

改正する政令」（平成19年３月

30日 政令第83号））に伴い、

平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、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。 

これに伴い、前事業年度と同

一の方法によった場合と比べ、

営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益がそれぞれ14,456

千円減少しております。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

  （追加情報） 

法人税法の改正（「所得税法

等の一部を改正する法律」（平

成19年３月30日 法律第６号）

及び「法人税法施行令の一部を

改正する政令」（平成19年３月

30日 政令第83号））に伴い、

当中間会計期間から、平成19

年３月31日以前に取得した有

形固定資産については、償却可

能限度額まで償却が終了した

翌年から５年間で均等償却す

る方法によっております。 

これによる損益に与える影響

は1,003千円であります。 

 

 (2) 無形固定資産 

   定額法によっておりま

す。 

   なお、償却年数について

は法人税法に規定する方

法と同一の基準によって

おります。 

   ただし、ソフトウェア

(自社利用分)について

は、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定

額法によっております。

 

(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 

   均等償却によっており

ます。 

   なお、償却期間について

は法人税法に規定する方

法と同一の基準によって

おります。 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損

失に備えるため、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勘案

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) ポイント値引引当金 

   メンバーズカードのポ

イント使用による売上値

引に備えるため、過去の

使用実績率に基づき将来

使用されると見込まれる

金額を計上しておりま

す。 

(2) ポイント値引引当金 

同左 

(2) ポイント値引引当金 

同左 

 (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

る退職給付債務の見込額

に基づき、当中間会計期

間期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。 

   数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時に

おける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数（10年）による按分額

をそれぞれ発生の翌期よ

り費用処理しておりま

す。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(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

る退職給付債務の見込額

に基づき計上しておりま

す。 

   数理計算上の差異につ

いては、各期の発生時に

おける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数（10年）による按分額

をそれぞれ発生の翌期か

ら費用処理しておりま

す。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく中間期末要支給額

を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計

上しております。 

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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて

は、特例処理の要件を満

たしているため、特例処

理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

    …金利スワップ 

   ヘッジ対象 

    …借入金利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

   借入金の金利変動リス

クを回避する目的で金利

スワップ取引を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っており

ます。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   有効性評価は、ヘッジ対

象とヘッジ手段に関する

重要な条件が同一のた

め、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 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

期投資からなっております。 

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

資からなっております。 

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 

 税抜方式によっております。

 なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺のうえ、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 

同左 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

 

 (6) 表示方法の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

 

――――――― 

 

 

――――――― 

 

（貸借対照表） 

当事業年度から、財務諸表等規則の変

更に伴い、「営業権」として表示していた

ものは「のれん」として表示しておりま

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31日) 

当中間会計期間末 
(平成20年８月31日) 

前事業年度末 
(平成20年２月29日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,175,285千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,935,851千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

4,565,939千円

   

※２ 担保に供している資産及びこれに

対応する債務 

  (1) 担保に供している資産 

建物 2,234,984千円

土地 1,942,998千円

計 4,177,982千円
 

※２ 担保に供している資産及びこれに

対応する債務 

  (1) 担保に供している資産 

建物 1,961,844千円

土地 1,927,146千円

計 3,888,991千円
 

※２ 担保に供している資産及びこれに

対応する債務 

  (1) 担保に供している資産 

建物 2,168,812千円

土地 1,939,531千円

計 4,108,343千円
 

  (2) 上記に対応する債務 

１年以内に 
返済予定の 
長期借入金 

481,898千円

流動負債 
「その他」 

28,130千円

長期借入金 1,510,030千円

預り建設 
協力金 

420,365千円

計 2,440,424千円
 

  (2) 上記に対応する債務 

１年以内に 
返済予定の 
長期借入金 

436,582千円

流動負債 
「その他」 

28,130千円

長期借入金 1,073,448千円

預り建設 
協力金 

392,234千円

計 1,930,395千円
 

  (2) 上記に対応する債務 

１年以内に 
返済予定の 
長期借入金 

460,098千円

流動負債 
「その他」 

28,130千円

長期借入金 1,291,210千円

預り建設 
協力金 

406,300千円

計 2,185,739千円
 

 

 (中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 3,318千円

仕入割引 17,493千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 7,331千円

仕入割引 18,406千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 7,864千円

仕入割引 37,249千円
 

   

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 41,076千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 50,266千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 84,794千円
 

   

※３ 特別利益のうち主要なもの 

賃貸契約解約益 7,476千円

固定資産売却益 

 土地 

 器具及び備品 

5,213千円

140千円
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

賃貸契約解約益 5,300千円

固定資産売却益 

 土地 

投資有価証券売却益

616千円

102千円
 

※３ 特別利益のうち主要なもの 

賃貸契約解約益 7,476千円

固定資産売却益 

 土地 

 器具及び備品 

5,213千円

140千円
 

   

※４ 特別損失のうち主要なもの 
固定資産除却損 

 建物 

機械装置 

器具及び備品 

8,315千円

372千円

805千円
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 

 建物 

機械装置 

器具及び備品 

1,800千円

75千円

351千円
 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産売却損 

土地 466千円

固定資産除却損 

 建物 

 機械装置 

 器具及び備品 

 長期前払費用 

8,315千円

372千円

882千円

1,035千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 353,765千円

無形固定資産 16,599千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 371,880千円

無形固定資産 17,988千円
 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 745,458千円

無形固定資産 33,904千円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

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（株） 18,141,000 3,000 ― 18,144,000

(注) 増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による増加   3,000株 

 

２ 自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

 
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 

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５月24日 
定時株主総会 

普通株式 181,410 10 平成19年２月28日 平成19年５月25日

 

当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

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（株） 18,144,000 ― ― 18,144,000

 

 
２ 自己株式に関する事項 

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（株） ― 76 ― 76

(注) 増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取請求による増加   76株 

 
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 

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５月22日 
定時株主総会 

普通株式 199,584 11 平成20年２月29日 平成20年５月23日
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前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

１ 発行済株式に関する事項 

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（株） 18,141,000 3,000 ― 18,144,000

(注) 増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

新株予約権の権利行使に伴う新株の発行による増加   3,000株 

 

２ 自己株式に関する事項 

  該当事項はありません。 

 
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 

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５月24日 
定時株主総会 

普通株式 181,410 10 平成19年２月28日 平成19年５月25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 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金 
の総額 
（千円）

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月22日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 199,584 11 平成20年２月29日 平成20年５月23日

 

 

 

 (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３月１日 
至 平成19年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

 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 

(平成19年８月31日現在) 

現金及び預金残高 1,876,581千円

現金及び現金同等物 1,876,581千円

  

 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 

(平成20年８月31日現在)

現金及び預金残高 4,872,980千円

現金及び現金同等物 4,872,980千円

  

 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 

(平成20年２月29日現在)

現金及び預金残高 2,249,845千円

現金及び現金同等物 2,249,845千円
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 (リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29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 

 
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) 

器具及び 
備品 

2,315,949 1,113,421 1,202,527 

ソフト 
ウェア 

71,802 41,762 30,039 

合計 2,387,751 1,155,184 1,232,567 

 

 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 

 
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)

器具及び
備品 

2,274,171 1,161,271 1,112,899

ソフト 
ウェア 

56,115 27,756 28,358

合計 2,330,286 1,189,028 1,141,258

 

 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) 

期末残高
相当額
(千円)

器具及び
備品 

2,227,103 1,123,797 1,103,305

ソフト 
ウェア 

90,958 59,754 31,203

合計 2,318,061 1,183,552 1,134,509

 
   

２ 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 422,014千円

１年超 797,604千円

合計 1,219,619千円
 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 441,708千円

１年超 715,077千円

合計 1,156,786千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 429,956千円

１年超 723,523千円

合計 1,153,480千円
 

   

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 242,691千円

減価償却費 
相当額 

236,427千円

支払利息相当額 6,532千円
 

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 234,066千円

減価償却費 
相当額 

228,787千円

支払利息相当額 5,503千円
 

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 438,212千円

減価償却費 
相当額 

427,239千円

支払利息相当額 12,119千円
 

   

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 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成19年８月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 1,096 1,328 232

合計 1,096 1,328 232

 

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) 

その他有価証券 

非上場株式(優先株) 30,000

非上場株式 2,096

 
 

当中間会計期間末(平成20年８月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 126 235 109

合計 126 235 109

 

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) 

その他有価証券 

非上場株式(優先株) 30,000

非上場株式 2,096

 

 

前事業年度末(平成20年２月29日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 1,096 1,107 11

合計 1,096 1,107 11

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式(優先株) 30,000

非上場株式 2,096
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(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間末(平成19年８月31日) 

該当事項はありません。 

なお、当社は金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため注記の対象から除

いております。 

 

当中間会計期間末(平成20年８月31日) 

該当事項はありません。 

 

前事業年度末(平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 

なお、当社は金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため注記の対象から除

いております。 

 

 

 

(持分法損益等) 

 

前中間会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当社は、関連会社がないため記載してお
りません。 

同左 同左 
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(１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

１株当たり純資産額 462.34円

 

１株当たり純資産額 519.22円

 

１株当たり純資産額 495.19円

 

１株当たり中間純利益 29.80円

 

１株当たり中間純利益 35.02円

 

１株当たり当期純利益 62.66円

 
潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

29.80円

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

―円

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

62.66円

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前中間会計期間末 

（平成19年８月31日）
当中間会計期間末 
(平成20年８月31日) 

前事業年度 
(平成20年２月29日)

純資産の部の合計額（千円） 8,388,672 9,420,619 8,984,748

普通株式に係る純資産額（千円） 8,388,672 9,420,619 8,984,748

普通株式の発行済株式数（株） 18,144,000 18,144,000 18,144,000

普通株式の自己株式数（株） ― 76 ―

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数（株） 18,144,000 18,143,924 18,144,000

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日)

中間（当期）純利益（千円） 540,740 635,446 1,136,948

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 540,740 635,446 1,136,948

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 18,143,022 18,143,956 18,143,508

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利
益の算定に用いられた普通株式増加数の主
要な内訳（株） 
  新株予約権 503 ― 252

普通株式増加数（株） 503 ― 252

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）純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式の概要 

 
――――― 

 
――――― 

 
――――― 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５．その他 

（1）商品部門別販売実績 

(単位：千円、％) 

前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日) 

増減 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日)商品部門 

売上高 構成比 売上高 構成比 金 額 増減率 売上高 構成比

青果 2,878,128 10.2 3,221,044 10.3 342,915 11.9 5,855,818 10.2

鮮魚 2,231,959 7.9 2,344,722 7.5 112,762 5.1 4,565,999 8.0

惣菜 3,113,896 11.0 3,358,717 10.8 244,821 7.9 6,203,401 10.9

精肉 3,064,028 10.9 3,514,305 11.3 450,276 14.7 6,457,373 11.3

生鮮計 11,288,013 40.0 12,438,790 39.9 1,150,776 10.2 23,082,594 40.4

一般食品 5,198,527 18.4 5,735,345 18.4 536,818 10.3 10,217,013 17.9

デイリー 6,241,332 22.1 7,083,374 22.7 842,042 13.5 12,601,268 22.0

菓子 1,664,166 5.9 1,864,089 6.0 199,923 12.0 3,500,457 6.1

雑貨 1,887,801 6.7 1,829,057 5.9 △58,743 △3.1 3,789,833 6.6

酒 1,815,630 6.4 2,077,379 6.6 261,748 14.4 3,641,067 6.4

その他 150,002 0.5 175,873 0.5 25,871 17.2 362,736 0.6

ドライグロサリー計 16,957,460 60.0 18,765,120 60.1 1,807,660 10.7 34,112,376 59.6

合計 28,245,474 100.0 31,203,910 100.0 2,958,436 10.5 57,194,970 100.0

（注）１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な販売先の販売実績で、当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上の販売先はありません。 

 

 

（2）地域別販売実績 

(単位：千円、％) 

地域 

前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成20年３月１日 

至 平成20年８月31日)

増減 増減率 

前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日) 

広島県 14,760,957 14,982,211 221,254 1.5 29,535,399

岡山県 13,484,517 15,761,273 2,276,755 16.9 27,659,570

香川県 ― 460,426 460,426 ― ―

合計 28,245,474 31,203,910 2,958,436 10.5 57,194,970

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

     

 


