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

(1）連結経営成績 （％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 26,515 － 422 － 481 － 217 －

19年９月中間期 27,182 0.1 192 △48.9 269 △39.2 302 22.6

20年２月期 48,590  344  492  143  

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 19 60 － －

19年９月中間期 27 23 － －

20年２月期 12 91 － －

（参考）持分法投資損益 20年８月中間期 ―百万円 19年９月中間期 ―百万円 20年２月期 ―百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年８月中間期 24,470 8,876 36.2 798 61

19年９月中間期 22,698 8,968 39.5 807 34

20年２月期 21,024 8,795 41.8 791 51

（参考）自己資本 20年８月中間期 8,868百万円 19年９月中間期 8,965百万円 20年２月期 8,789百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年８月中間期 4,407 △463 △1,121 5,885

19年９月中間期 954 115 △597 5,269

20年２月期 △1,677 △1,018 962 3,063

２．配当の状況

 　1株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 － 12 00 12 00

21年２月期（実績） － － －

21年２月期（予想） － 12 00 12 00

３．平成21年２月期の連結業績予想（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）

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 50,500 － 569 － 680 － 329 － 29 66
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

　（注）詳細は、21ページ「表示方法の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年８月中間期 11,105,200株 19年９月中間期 11,105,200株 20年２月期 11,105,200株

②　期末自己株式数 20年８月中間期 238株 19年９月中間期 100株 20年２月期 168株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

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

(1）個別経営成績 （％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 26,486 － 404 － 457 － 199 －

19年９月中間期 27,165 0.0 179 △51.8 251 △42.2 291 21.3

20年２月期 48,552  316  454  127  

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年８月中間期 17 98

19年９月中間期 26 21

20年２月期 11 53

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年８月中間期 24,126 8,626 35.7 776 03

19年９月中間期 22,359 8,739 39.1 786 73

20年２月期 20,768 8,562 41.2 770 54

（参考）自己資本 20年８月中間期 8,617百万円 19年９月中間期 8,736百万円 20年２月期 8,556百万円

２．平成21年２月期の個別業績予想（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）

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 50,460 － 539 － 639 － 306 － 27 56

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．上記業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、経済状況等

　　により実績はこれらの予想数値から乖離する可能性があります。

２．前中間期は決算期変更に伴い、平成19年４月１日～平成19年９月30日までとなり、会計期間が異なるため、対

　　前年中間期増減率は掲載しておりません。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

１）当中間連結会計期間の経営成績

　当中間連結会計期間の経済状況は、景気の先行きが不透明な中、厳しい環境が続いております。

　このような環境のもと、当社グループは、創業80周年を迎え、より地域の皆様に支持される企業を目指し、以下

の施策に取り組んでまいりました。

 

（出店、閉店並びに店舗開発について）

　平成20年４月に当社として初のオープンモール形態のショッピングセンター（銀河モール花巻）をデベロッパー

として開発し、同モール内に「ジョイス花巻高木店」（花巻市）をはじめ35店のテナントを誘致し、オープンいた

しました。同店は生鮮、特に鮮魚と惣菜部門を強化し、鮮度、品質を重視、新たなマーチャンダイジングにも取り

組むなど、新しい店舗づくりのモデルとして今後の店舗にも展開を図る予定です。

 さらに、平成20年４月、「ジョイス東安庭店」（盛岡市）敷地内に、調剤薬局と診療所がテナントとしてそれぞ

れオープンいたしました。この「クリニックモール」は今後、より地域社会に密着したショッピングモールのモデ

ルの一つとして開発を進めてまいります。

　また、スクラップアンドビルドの一環といたしまして、平成20年５月に「ジョイス久慈店」（久慈市）を閉鎖し、

同地区内に「ジョイス久慈長内店」を移転オープンいたしました。生鮮部門の強化と新しいマーチャンダイジング

を基本に、地場商品をこれまで以上に積極的に導入し、より地域にあった売場づくりを実現いたしました。なお、

閉鎖した「久慈店」の建物はホームセンターに賃貸いたしました。

（商品開発について）

　生産県の特徴を生かした当社オリジナル商品の開発を地元メーカーを中心に進めたり、県内契約農場からの直送

野菜の構成を高めるなど価格や鮮度において他社との差別化を図る取組みを行ってまいりました。

（販売及び販促について）

　販売においては、週間単位でお客様へメニュー等の提案を行いながら、更に営業力の強化に取り組みました。売

れ筋商品の販売強化や時間帯別の品揃えに変化をもたせる一方、昨年より実施しております平日の均一祭や曜日ご

との催事企画の更なる定着化を図りました。販促においては、例年の企画に加え、創業80周年特別企画として、講

演会、料理教室、温泉宿泊券プレゼントを実施し、いずれもお客様からご好評を頂きました。

（接客・お客様サービスについて）

　接客推進室を本部内に設置し、お客様ニーズに対し、更にきめ細かなサービスの向上を目指しました。

（環境対策について）

　昨年より稼動を開始いたしました「ジョイス花巻リサイクルセンター」において、今年度からペットボトルのリ

サイクルを開始いたしました。空き缶のリサイクルとあわせ、取扱量は順調に推移しております。また、９月から

は、レジ袋、卵パックの回収も開始し、資源循環型リサイクルを通じた環境対策に積極的に取り組んでまいります。

 

　これらの結果、当中間連結会計期間における当社グループの連結成績は、営業収益（売上高とテナント収入の合

計額）は265億15百万円となりました。荒利益率の改善と各経費のコントロールにより、経常利益は４億81百万円、

中間純利益は店舗のスクラップアンドビルドに伴う費用、地震被害による復旧に伴う費用等により特別損失１億19

百万円を計上したものの、２億17百万円となりました。

 

２）通期の見通し

　通期の見通しにつきましては、景気の先行きが不透明な中、現在の厳しい環境が当面続くものと思われます。こ

うした中、当社グループは前述の施策に継続して取組み、営業力の強化と経営の効率化を進め、通期の連結業績は

営業収益505億円、経常利益６億80百万円、当期純利益は３億29百万円を見込んでおります。

　また、当期の現金配当につきましては、１株当たり12円の配当を予定しております。

 

(2）財政状態に関する分析

　　１）資産、負債及び純資産の状況

　当中間連結会計年度末の総資産は、244億70百万円（前連結会計年度末210億24百万円）となり、前連結会計年度

に比べ34億46百万円増加いたしました。流動資産は、88億35百万円（前連結会計年度末59億35百万円）となり、29

億円増加、固定資産は156億34百万円（前連結会計年度末150億88百万円）となり、５億45百万円増加いたしました。

流動負債は112億２百万円（前連結会計年度末74億62百万円）となり、37億40百万円増加、固定負債は43億90百万円

（前連結会計年度末47億66百万円）となり、３億75百万円減少いたしました。

　純資産合計は、88億76百万円（前連結会計年度末87億95百万円）となり、81百万円増加いたしました。
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　　２）キャッシュ・フローの状況

　　　　当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況については、連結ベースの現金及び現金同等物（以下

　　　「資金」という。）の中間連結会計期間末残高は、期首より28億22百万円増加し、58億85百万円となりました。

　営業活動の結果得られた資金は、44億７百万円となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益３億64百万

円、減価償却費４億15百万円及び中間連結会計期間末日が金融機関の休業日のため仕入債務の増加32億９百万円並

びに未払金の増加５億39百万円の資金増加要因等があったこと、法人税等の支払額が１億83百万円あったことによ

るものです。

　投資活動の結果支出した資金は、４億63百万円となりました。これは、預り保証金受入による収入２億70百万円

がありましたが、新設店舗に係る有形固定資産の取得による支出５億94百万円等があったことによるものです。

　　　　財務活動により支出した資金は11億21百万円となりました。これは主に短期借入金の返済による支出４億円、長

　　　期借入金の返済による支出５億90百万円及び配当金の支払額１億31百万円があったことによるものです。

　　　　なお、連結ベースのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。

平成19年３月期 平成20年２月期 平成21年２月期

　中間 　期末 　中間 　期末 　中間

自己資本比率（％） 37.3 39.0 39.5 41.8 36.2

時価ベースの自己資本比率

（％）
24.6 26.0 24.6 26.6 21.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率
0.9 1.6 2.6 － 0.6

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
171.0 87.7 39.4 － 151.0

（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

　　　　　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（中間期は年額換算：2倍）

　　　　　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

　　　２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　　３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により計算しております。

　　　４．営業キャッシュ・フローは、（中間）連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

　　　　　す。有利子負債は、（中間）連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としております。

　　　　　また、利払いについては、（中間）連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

　　　５．平成20年２月期につきましては営業キャッシュ・フローがマイナスのため、指標の表示をしておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社グループは、「資本」は株主の皆さまからお預かりしたものとの考えに立ち、利益配分に関しては、常に 

株主資本利益率と配当性向を重視することを基本方針としております。これまでどおり商品力の強化、新規出店、

Ｍ＆Ａなどにより経営規模、業績の拡大を図りながら、1 株当たりの純資産を高めることを前提として、配当によ

る利益還元を続けてまいります。配当は、業績に連動した積極的な還元を基本に、安定的な配当水準の維持に努力

いたします。

　また、内部留保金につきましては、新店舗の建設、リニューアル、情報システムの構築等への設備投資に充当

する予定であります。

 

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は次のようなもの

があります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家に対する積極的な情報開

示の観点から開示しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生し

た場合の対応に努める所存であります。なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在にお

いて当社が判断したものであります。

①出店に関する法的規制について

　当社は、食料品、日用雑貨及び衣料品等の販売を中心とした小売業を営んでおります。当社の事業は出店する

にあたり、「大規模小売店舗立地法」の規制を受けます。当社といたしましては、今後の売場面積1,000㎡以上の

新規出店並びに既存店舗の増改築の際、当該法律の規制を受けることになりますが、官公庁及び地域住民の方々
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との調整を図りながら店舗展開を行っていく方針であります。しかしながら、これらの法的規制等により計画ど

おりの出店ができない場合には、当社グループの今後の業績に影響を及ぼすことがあります。

②競合等の影響について

　当社の総店舗数は、岩手県内に39店舗、秋田県内に３店舗の合計42店舗となっておりますが、同業、異業種によ

る競合店の新規出店が相次いでおります。当然、当社としても競争力の確保に努めておりますが、競合関係が激化

し当社グループの業績が影響を受ける場合があります。

③食品衛生管理及び品質表示について

　当社グループは、小売業として「食品衛生法」「ＪＡＳ法」「計量法」「景品表示法」等の規制を受けておりま

す。当社では、衛生管理、鮮度管理、温度管理等を徹底することにより食中毒等の発生防止に取り組んでおります。

また、本部担当者や内部監査室による店舗巡回、指導を強化し、適切な品質表示に努めております。長年にわたっ

て食中毒の発生は確認しておりませんが、当社の衛生管理のための諸施策にもかかわらず、食中毒等が将来発生す

る可能性は否定できません。万一、食中毒が発生した場合、販売する商品に問題が生じた場合は当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。

④金利変動について

　当社グループの、当中間連結会計期末現在の長期借入金は34億85百万円（一年内返済予定の長期借入金含む）で

あります。今後、金利の急激な上昇等がおこった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤税制改正について

　税制の改正等により、大幅な増税等により消費の大きな低迷があった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。

⑥減損会計の影響について

　当社グループは、土地、建物を一部自社所有しております。事業用固定資産に対する減損会計の導入により、保

有固定資産に減損処理の必要が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦人材の確保について

　当社グループは、社員の人材育成において、各種の研修、試験、表彰の制度を充実させる等教育の充実を図って

おり、出店に対応できるシステムの構築に努めております。しかし、人材の採用、教育が計画どおり進まない場合、

新規出店計画の見直しや店舗の管理レベルの低下等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧自然災害について

　当社グループが主に店舗を展開しております岩手県及び秋田県では、過去に大きな地震が発生しております。こ

れまで、大きな影響を受けておりませんが、今後、大地震などの自然災害により大きな被害を受けた場合、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社（㈱ジョイス)及び子会社の㈱ジョイスサポートにより構成されております。

　当社は、岩手県及び秋田県の両県においてスーパーマーケット事業を営んでおり、子会社の㈱ジョイスサポー

トは当社から業務委託を受け、庶務・営繕業務等を行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、そのコア・ビジネスである食品スーパーマーケットの経営を通じ、お客様の日常の生活をより豊

かにし、地域社会に貢献することを基本理念として経営活動を行っております。一方、リサイクル等の環境問題にも

積極的に取り組んでおります。

　本業でありますスーパーマーケット事業と、スーパーマーケットにベーシックなカジュアルファッションの「ベル

マート」の衣料部門とテナントを組み合わせた大型店舗を展開することで、お客様の多様なニーズやライフスタイル

の変化にお応えできるよう努めております。

　今後におきましても、岩手県内はもとより秋田県など隣県にも出店を計画しており、事業の拡大、高収益、高効率

経営を目指し、企業価値、株主価値を高めてまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、営業収益対経常利益率３％以上を安定的に確保することを目標としております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、岩手県内に39店舗、秋田県内に３店舗の計42店舗を展開しておりますが、今後においても、北東

北における、より一層のドミナント（面展開）形成と経営効率の改善に努めてまいります。

　一方、顧客ニーズに合った21世紀に適応する業態開発、マーチャンダイジングの強化につきましても積極的に推進

してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　小売業を取り巻く環境は、景気の後退感や個人消費の先行きが不透明なことに加え、店舗間競争や異業種間競争が

一層厳しさを増してくるものと思われます。また、一連の食品偽装事件等から、食品の安全性に対する要求が年々厳

しくなり、安心、安全に対するニーズへの更なる対応も求められております。このような状況の中で、当社グループ

が対処すべき課題は次のとおりであります。

①企業体質の強化

　健全な成長をより確かなものにするため、競争力の強化と経営の効率化、不採算店舗・部門の黒字化に総力を挙

げて取り組むとともに、資産効率の向上、有利子負債の削減など財務体質の強化を図り、一層の企業規模拡大、安

定収益の確保に努めてまいります。

②営業力の強化

　当社グループは、スーパーマーケットの経営を通じてお客様に対して、安全でおいしい食品を、より快適な売場

環境で提供し続けることが社会的責務であると考えております。そのために引き続き商品開発、産地開発、商品の

提供方法、物流体制及び作業段取りの改善に努めてまいります。

③店舗開発の強化

　企業の成長の為には店舗開発の成否が重要と考えております。現在、岩手県、秋田県で店舗展開をしております

が、北東北でのドミナント化を確立してまいります。出店用地の選定と開発を積極的に行い、チャンスを逃さない

慎重かつ迅速な決定を行ってまいります。

④教育の徹底、拡大

　出店を充分に支える教育体制、体系的な教育システムの整備と女性の生活体験者の活用を図ってまいります。特

に、実践的作業効率の向上、販売能力の向上を図るため、教育担当部署を中心に全体的、定型的、定期的に進めて

まいります。従業員の技術力向上を目的に、昇格資格取得検定試験制度を導入しております。また、法令遵守、社

内諸規程・ガイド遵守、リスク管理等を徹底するための社内指導体制を整備してまいります。

⑤食品リサイクル法、容器包装リサイクル法等、環境問題への対応を積極的に推進してまいります。

（5）内部管理体制の整備・運用状況

　本事項につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所のホームページにおいて、コーポレート・ガバナンスに

関する報告書の「内部統制システム関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載されている事項と内容が重複し

ますので、記載を省略しております。

 (6）その他、会社の経営上重要な事項

　 該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29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   5,316,992   5,982,934   3,160,686  

２　たな卸資産   2,144,251   1,973,382   2,174,014  

３　その他   718,297   880,492   601,759  

貸倒引当金   △1,350   △1,350   △1,350  

流動資産合計   8,178,191 36.0  8,835,460 36.1  5,935,111 28.2

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構
築物

※２  6,406,063   7,571,135   5,907,274  

(2）什器備品   530,790   422,723   409,634  

(3）土地 ※２  5,158,652   5,141,355   5,141,355  

(4）その他   13,623   11,269   1,128,090  

有形固定資産
合計

  12,109,130 53.4  13,146,483 53.7  12,586,354 59.9

２　無形固定資産   494,925 2.2  493,774 2.0  478,607 2.3

３　投資その他の
資産

          

(1）投資有価証
券

  223,426   187,841   196,729  

(2）差入保証金   1,137,163   1,054,934   1,084,200  

(3）その他   555,451   751,653   743,035  

投資その他の
資産合計

  1,916,041 8.4  1,994,429 8.2  2,023,964 9.6

固定資産合計   14,520,097 64.0  15,634,687 63.9  15,088,926 71.8

資産合計   22,698,289 100.0  24,470,147 100.0  21,024,038 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成20年２月29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   5,105,403   5,583,988   2,374,925  

２　短期借入金 ※２  2,170,000   2,070,000   2,470,000  

３　１年内返済予
定の長期借入
金

※２  1,073,070   1,173,510   1,200,350  

４　未払金   －   1,632,875   －  

５　賞与引当金   47,784   20,813   －  

６　ポイント費用
引当金

  81,366   74,960   82,218  

７　その他   1,767,436   646,257   1,334,545  

流動負債合計   10,245,061 45.1  11,202,405 45.8  7,462,039 35.5

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２  1,742,860   2,312,100   2,875,770  

２　退職給付引当
金

  1,064,000   1,105,491   1,090,081  

３　役員退職慰労
引当金

  138,593   144,818   147,218  

４　預り保証金   490,584   697,895   551,776  

５　その他   48,637   130,439   101,448  

固定負債合計   3,484,676 15.4  4,390,744 17.9  4,766,294 22.7

負債合計   13,729,738 60.5  15,593,149 63.7  12,228,334 58.2

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   1,052,272 4.6  1,052,272 4.3  1,052,272 5.0

２　資本剰余金   1,139,832 5.0  1,139,832 4.7  1,139,832 5.4

３　利益剰余金   6,787,498 29.9  6,712,849 27.4  6,628,486 31.5

４　自己株式   △54 △0.0  △122 △0.0  △89 △0.0

株主資本合計   8,979,549 39.5  8,904,832 36.4  8,820,502 41.9

Ⅱ　評価・換算差額
等

          

１　その他有価証
券評価差額金

  △14,001 △0.0  △36,245 △0.1  △30,805 △0.1

評価・換算差額
等合計

  △14,001 △0.0  △36,245 △0.1  △30,805 △0.1

Ⅲ　新株予約権   3,003 0.0  8,410 0.0  6,007 0.0

純資産合計   8,968,551 39.5  8,876,997 36.3  8,795,703 41.8

負債純資産合計   22,698,289 100.0  24,470,147 100.0  21,024,038 100.0
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(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29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   26,975,562 100.0  26,201,625 100.0  48,205,453 100.0

Ⅱ　売上原価   20,869,607 77.4  19,985,107 76.3  37,064,335 76.9

売上総利益   6,105,954 22.6  6,216,518 23.7  11,141,118 23.1

Ⅲ　営業収入           

１　テナント収入   207,095 0.8  314,260 1.2  384,687 0.8

営業総利益   6,313,050 23.4  6,530,778 24.9  11,525,805 23.9

Ⅳ　販売費及び一般
管理費

※１  6,120,808 22.7  6,107,949 23.3  11,181,083 23.2

営業利益   192,242 0.7  422,828 1.6  344,721 0.7

Ⅴ　営業外収益           

１　受取利息  5,565   6,746   10,600   

２　受取配当金  15,375   13,950   16,747   

３　賃貸収入  39,513   40,973   72,759   

４　その他  41,906 102,361 0.4 31,714 93,385 0.3 96,111 196,219 0.4

Ⅵ　営業外費用           

１　支払利息  23,692   32,628   45,293   

２　その他  1,288 24,980 0.1 1,939 34,567 0.1 3,431 48,725 0.1

経常利益   269,622 1.0  481,646 1.8  492,216 1.0

Ⅶ　特別利益           

１　固定資産売却
益

※２ 240,807   172   240,807   

２　投資有価証券
売却益

 －   －   1,000   

３　テナント退店
違約金受入

 － 240,807 0.9 1,534 1,707 0.0 400 242,207 0.5

Ⅷ　特別損失           

１　固定資産売却
損

※３ －   6   －   

２　固定資産除却
損

※４ 606   14,965   2,847   

３　店舗等閉鎖損
失

 －   79,414   11,339   

４　出店中止損  －   1,750   －   

５　災害損失  －   23,053   －   

６　減損損失
※５
　

－ 606 0.0 － 119,189 0.4 437,689 451,876 0.9

税金等調整前
中間（当期）
純利益

  509,824 1.9  364,165 1.4  282,547 0.6

法人税、住民
税及び事業税

 252,845   183,947   345,509   

法人税等調整
額

 △45,409 207,436 0.8 △37,406 146,541 0.6 △206,338 139,171 0.3

中間（当期）
純利益

  302,388 1.1  217,623 0.8  143,376 0.3
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(3）中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高（千円） 1,052,272 1,139,832 6,618,371 △54 8,810,421

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △133,261  △133,261

中間純利益   302,388  302,388

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計（千
円）

－ － 169,127 － 169,127

平成19年９月30日残高（千円） 1,052,272 1,139,832 6,787,498 △54 8,979,549

 

評価・換算差額等

新株予約権 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３月31日残高（千円） △4,068 △4,068 － 8,806,353

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当    △133,261

中間純利益    302,388

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

△9,932 △9,932 3,003 △6,929

中間連結会計期間中の変動額合計（千
円）

△9,932 △9,932 3,003 162,197

平成19年９月30日残高（千円） △14,001 △14,001 3,003 8,968,551
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当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年２月29日残高（千円） 1,052,272 1,139,832 6,628,486 △89 8,820,502

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △133,260  △133,260

中間純利益   217,623  217,623

自己株式の取得    △32 △32

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

     

中間連結会計期間中の変動額合計（千
円）

－ － 84,362 △32 84,330

平成20年８月31日残高（千円） 1,052,272 1,139,832 6,712,849 △122 8,904,832

 

評価・換算差額等

新株予約権 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29日残高（千円） △30,805 △30,805 6,007 8,795,703

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当    △133,260

中間純利益    217,623

自己株式の取得    △32

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

△5,439 △5,439 2,402 △3,036

中間連結会計期間中の変動額合計（千
円）

△5,439 △5,439 2,402 81,293

平成20年８月31日残高（千円） △36,245 △36,245 8,410 8,876,997
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前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高（千円） 1,052,272 1,139,832 6,618,371 △54 8,810,421

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △133,261  △133,261

当期純利益   143,376  143,376

自己株式の取得    △34 △34

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 10,115 △34 10,080

平成20年２月29日残高（千円） 1,052,272 1,139,832 6,628,486 △89 8,820,502

 
評価・換算差額等

新株予約権　 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３月31日残高（千円） △4,068 △4,068 － 8,806,353

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当（注）    △133,261

当期純利益    143,376

自己株の取得    △34

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△26,737 △26,737 6,007 △20,730

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△26,737 △26,737 6,007 △10,650

平成20年２月29日残高（千円） △30,805 △30,805 6,007 8,795,703
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成19年４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

    

税金等調整前中間
（当期）純利益

 509,824 364,165 282,547

減価償却費  384,028 415,148 714,826

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 47,784 20,813 －

ポイント費用引当金
の増減額（減少：
△）

 1,977 △7,258 2,829

退職給付引当金の増
減額（減少：△）

 19,778 15,410 45,859

役員退職慰労引当金
の増減額（減少：
△）

 8,624 △2,399 17,249

受取利息及び受取配
当金

 △20,941 △20,696 △27,348

支払利息  23,692 32,628 45,293

固定資産売却益  △240,807 △172 △240,807

固定資産売却損  － 6 －

固定資産除却損  606 14,965 2,847

店舗等閉鎖損失  － 79,414 11,339

災害損失  － 23,053 －

テナント退店違約金
受入

 － △1,534 △400

出店中止損  － 1,750 －

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 105,825 200,631 76,062

未収入金の増減額
（増加：△）

 44,858 △210,989 129,766

仕入債務の増減額
（減少：△）

 207,662 3,209,062 △2,522,815

未払金の増減額（減
少：△）

 △2,282 539,311 △319,299

預り金の増減額（減
少：△）

 △42,623 76,922 △94,472

未払消費税等の増減
額（減少：△）

 21,536 △80,982 34,761

その他  17,185 △39,743 500,969

小計  1,086,728 4,629,506 △1,340,791
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前中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成19年４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）

利息及び配当金の受
取額

 18,768 18,477 23,015

利息の支払額  △24,247 △29,182 △44,525

店舗等閉鎖損失の支
払額

 － △28,068 △38

災害損失の支払額  － △62 －

法人税等の支払額  △126,742 △183,358 △314,819

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 954,507 4,407,312 △1,677,159

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

 △163,470 △594,157 △1,301,469

有形固定資産の売却
による収入

 327,607 225 327,607

無形固定資産の取得
による支出

 △42,906 △41,772 △61,441

投資有価証券の取得
による支出

 △4,631 △1,800 △106,833

預り保証金の返済に
よる支出

 △38,798 △56,626 △82,834

預り保証金の受入れ
による収入

 － 270,058 133,181

差入保証金の差入れ
による支出

 △993 △41,739 △12,770

その他  38,669 2,347 85,687

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 115,477 △463,464 △1,018,873
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前中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成19年４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）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の純増減
額（減少：△）

 100,000 △400,000 400,000

長期借入れによる収
入

 － － 1,800,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △565,630 △590,510 △1,105,440

自己株式の取得によ
る支出

 － △32 △34

配当金の支払額  △131,490 △131,057 △131,932

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △597,120 △1,121,600 962,592

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額（減少：△）

 472,864 2,822,247 △1,733,441

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 4,796,627 3,063,186 4,796,627

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 5,269,492 5,885,434 3,063,186
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

㈱ジョイスサポート

(1）連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

同左

(1）連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

同左

 (2）非連結子会社の名称等

　該当事項はありません。

(2）非連結子会社の名称等

同左

(2）非連結子会社の名称等

同左

２　持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の非連結子会社数

　該当事項はありません。

(1）持分法適用の非連結子会社数

同左

(1）持分法適用の非連結子会社数

同左

 (2）持分法適用の関連会社数

　該当事項はありません。

(2）持分法適用の関連会社数

同左

(2）持分法適用の関連会社数

同左

 (3）持分法を適用していない非連結

子会社

　該当事項はありません。

(3）持分法を適用していない非連結

子会社

同左

(3）持分法を適用していない非連結

子会社

同左

３　連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。

同左 　連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

４　会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

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

法により算定しておりま

す。）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に

基づく時価法（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

法により算定しておりま

す。）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ②　たな卸資産

イ　商　品

生鮮食品　最終仕入原価法

②　たな卸資産

イ　商　品

生鮮食品　同左

②　たな卸資産

イ　商　品

生鮮食品　同左

 その他　　売価還元原価法 その他　　同左 その他　　同左

 ロ　貯蔵品　　最終仕入原価法 ロ　貯蔵品　　同左 ロ　貯蔵品　　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

 (2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については、定額法

によっております。

　また、事業用定期借地権契約

による借地上の建物・構築物に

ついては、耐用年数を定期借地

権の残存期間、残存価額を零と

した定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物　10年～34年

什器備品　　　　５年～10年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については、定額法

によっております。

　また、事業用定期借地権契約

による借地上の建物・構築物に

ついては、耐用年数を定期借地

権の残存期間、残存価額を零と

した定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物　10年～34年

什器備品　　　　５年～10年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については、定額法

によっております。

　また、事業用定期借地権契約

による借地上の建物・構築物に

ついては、耐用年数を定期借地

権の残存期間、残存価額を零と

した定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物及び構築物　10年～34年

什器備品　　　　５年～10年

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中

間連結会計期間より、平成19年

４月１日以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。

　これにより、前中間連結会計

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

び税金等調整前中間純利益が

4,190千円それぞれ減少してお

ります。

　（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当連

結会計年度より、平成19年４月

１日以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。

これにより、前連結会計年度と

同一の方法によった場合と比べ、

営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益が9,511千円

それぞれ減少しております。

 （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達

した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

この結果、従来の方法に比べ、

営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益がそれぞれ

11,914千円減少しております。

　（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達

した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当

額と備忘価額との差額を５年間

にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

この結果、従来の方法に比べ、

営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益がそれぞれ

21,782千円減少しております
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

 ②　無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、定期借地権（当該借

地権を設定している土地の改良

費等）については、賃借期間を

基準とした定額法によっており

ます。

　また、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

額法によっております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　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

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員に支給する賞与に備え

るため、将来の支給見込額のう

ち当中間連結会計期間の負担額

を計上しております。

②　賞与引当金

同左

―――――

 ③　ポイント費用引当金

　ポイントカード制度により発

行される商品値引券の利用に備

えるため、将来利用されると見

込まれる額を計上しております。

③　ポイント費用引当金

同左

②　ポイント費用引当金

同左

 ④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計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（10年）による定率法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から損益処

理することとしております。

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時

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

を発生した連結会計年度から損

益処理することとしております。

　

　数理計算上の差異は、各連結

会計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（10年）による定率法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から損益処

理することとしております。

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づき、

計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結

会計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（10年）による定率法

により翌連結会計年度から損益

処理することとしております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

 ⑤　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。

⑤　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）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

 (5）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

　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。

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

同左

(5）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

同左

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・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 　連結キャッシュ・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。

６　連結決算日の変更に関す

る事項

　――――― ―――――　 　当社は、平成19年６月26日開催の

定時株主総会決議により、決算日を

３月31 日から２月末日に変更いた

しました。これは、同業他社の事業

年度に合わせることにより企業比較

の容易さを図ることと、たな卸し作

業及び決算関連業務の円滑化、効率

化を図ることをねらいとしておりま

す。

　これに伴い、当連結会計年度は平

成19 年４月１日から平成20 年２月

29 日までの11 ヶ月となっておりま

す。

　なお、連結子会社（株式会社ジョ

イスサポート）の決算期につきまし

ても３月31 日から２月末日に変更

しております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

（中間連結貸借対照表関係）　

――――――　
（中間連結貸借対照表関係）　

　前中間連結会計期間末において流動負債の

「その他」に含めておりました「未払金」は、

重要性が増したため、当中間連結会計期間末

において区分掲記することに変更しておりま

す。

　なお、前中間連結会計期間末の「未払金」

は1,037,213千円であります。

（連結貸借対照表関係）　

――――――　

（中間連結キャシュ・フロー計算書関係）

　――――――

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前中間連結会計期間において投資活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」に含めて

おりました「預り保証金の受入れによる収入」

は、重要性が増したため、当中間連結会計期

間において区分掲記することに変更しており

ます。

　なお、前中間連結会計期間の投資活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」に含めて

おりました「預り保証金の受入れによる収入」

は36,475千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前連結会計年度において投資活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めてお

りました「預り保証金の受入れによる収入」

は、重要性が増したため、当連結会計年度に

おいて区分掲記することに変更しておりま

す。

　なお、前連結会計年度の投資活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めてお

りました「預り保証金の受入れによる収入」

は85,959 千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度末
（平成20年２月29日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※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

 11,970,757千円  12,493,097千円  12,247,100千円

※２　担保に供している資産の額 ※２　担保に供している資産の額 ※２　担保に供している資産の額

建物及び構築物 2,264,588千円

土地 3,607,612千円

計 5,872,200千円

建物及び構築物 1,991,697千円

土地 3,225,547千円

計 5,217,245千円

建物及び構築物 2,064,649千円

土地 3,374,800千円

計 5,439,450千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 1,220,000千円

１年内返済予定の

長期借入金
917,490千円

長期借入金 1,742,860千円

計 3,880,350千円

短期借入金 1,120,000千円

１年内返済予定の

長期借入金
797,510千円

長期借入金 2,312,100千円

計 4,229,610千円

短期借入金 1,320,000千円

１年内返済予定の

長期借入金
731,050千円

長期借入金 2,738,570千円

計 4,789,620千円

　３　偶発債務

　協同組合ベルセンターの銀行借入に対

し、他社（12社）と共同保証を行ってお

ります。

　３　偶発債務

　協同組合ベルセンターの銀行借入に対

し、他社（12社）と共同保証を行ってお

ります。

　３　偶発債務

　協同組合ベルセンターの銀行借入に対

し、他社（12社）と共同保証を行ってお

ります。

 317,000千円  283,500千円  277,000千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額

販売促進費 225,141千円

包装費 74,215 〃

広告費 253,047 〃

給料 1,300,481 〃

雑給 1,404,590 〃

賞与引当金繰入額 47,784 〃

退職給付費用 58,608 〃

法定福利費 250,561 〃

租税公課 97,252 〃

地代家賃 450,491 〃

電力料 521,541 〃

清掃保安費 183,453 〃

減価償却費 384,028 〃

ポイント費用引当金

繰入額

81,366 〃

販売促進費 166,298千円

包装費 69,003 〃

広告費 221,313 〃

給料 1,292,387 〃

雑給 1,435,800 〃

賞与引当金繰入額 20,813 〃

退職給付費用 49,697 〃

法定福利費 249,674 〃

租税公課 136,666 〃

地代家賃 481,992 〃

電力料 528,231 〃

清掃保安費 177,504 〃

減価償却費 415,148 〃

ポイント費用引当金

繰入額

74,960 〃

販売促進費 473,829千円

包装費 132,825 〃

広告費 459,432 〃

給料 2,434,455 〃

雑給 2,584,505 〃

退職給付費用 107,702 〃

法定福利費 457,200 〃

租税公課 175,015 〃

地代家賃 827,561 〃

電力料 930,945 〃

清掃保安費 353,198 〃

減価償却費 714,826 〃

ポイント費用引当金

繰入額

82,218 〃

※２　固定資産売却益の内容 ※２　固定資産売却益の内容 ※２　固定資産売却益の内容

土地 240,807千円 その他(車両運搬具) 172千円 土地 240,807千円

 ※３　　　　　――――――  ※３　固定資産売却損の主な内訳 ※３　　　　　――――――

その他(車両運搬具) 6千円

※４　固定資産除却損の主な内訳 ※４　固定資産除却損の主な内訳 ※４　固定資産除却損の主な内訳

什器備品 606千円 建物及び構築物 8,899千円

什器備品 6,065千円

建物及び構築物 1,022千円

什器備品 1,465千円

無形固定資産 360千円
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

 ※５　    　――――――  ※５　    　――――――  ※５　減損損失

　　　当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損

失を計上いたしました。

用途
場所

（件数）
種類

金額

（千円）

 店舗  岩手県

（７件）

 建物及び

 構築物

 什器備品

 土地

 リース

 資産

 その他

293,743

 

56,448

17,297

60,054

 

10,144

 合計 （７件）　 437,689

　（注）その他は有形固定資産のその他、無

形固定資産であります。

　　  当社グループは、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位として店舗を基本単

位に資産のグルーピングをしております。

遊休資産等については、物件毎に資産の

グルーピングをしております。

　営業活動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

込である店舗等の資産グループ及び市場

価格が帳簿価額より著しく下落している

遊休資産等については、各資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（437,689 千円）

として特別損失に計上しております。

　なお、当該資産グループの回収可能価

額は、正味売却価額により測定しており、

正味売却価額については、主として不動

産鑑定評価額に基づいて算定しておりま

す。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数(株)

当中間連結会計期
間減少株式数(株)

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 11,105,200 － － 11,105,200

合計 11,105,200 － － 11,105,200

自己株式     

普通株式 100 － － 100

合計 100 － － 100

２　新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当中間連結
会計期間末

提出会社
ストック・オプションと

しての新株予約権
普通株式 － 3,003

合計 － 3,003

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株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日

定時株主総会
普通株式 133,261 12 平成19年３月31日 平成19年６月27日

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

　該当事項はありません。
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当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数(株)

当中間連結会計期
間減少株式数(株)

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式 11,105,200 － － 11,105,200

合計 11,105,200 － － 11,105,200

自己株式（注）     

普通株式 168 70 － 238

合計 168 70 － 238

　（注）自己株式数の増加は、単位未満株の買取請求によるものであります。

２　新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当中間連結
会計期間末

提出会社
ストック・オプションと

しての新株予約権
普通株式　 － 8,410

合計 － 8,410

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株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月27日

定時株主総会
普通株式 133,260 12 平成20年２月29日 平成20年５月28日

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

　該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計期間増
加株式数（株）

当連結会計期間減
少株式数（株）

当連結会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 11,105,200 － － 11,105,200

合計 11,105,200 － － 11,105,200

自己株式（注）     

普通株式 100 68 － 168

合計 100 68 － 168

　（注）自己株式数の増加は、単位未満株の買取請求によるものであります。

 

　　２　新株予約権に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 
当連結会計
期間末残高
（千円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計
期間末

提出会社 ストック・オプションとして

の新株予約権
普通株式 － 6,007

合計 － 6,007

　（注）権利行使期間の初日が到来しているものはありません。

 

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株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日

定時株主総会
普通株式 133,261 12 平成19年３月31日 平成19年６月27日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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27日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 133,260 12 平成20年２月29日 平成20年５月28日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年４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

連結貸借対照表に記載されている科目の金額

との関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に記載されている科目の金額

との関係

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金 5,316,992千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△47,500千円

現金及び現金同等物 5,269,492千円

現金及び預金 5,982,934千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△97,500千円

現金及び現金同等物 5,885,434千円

現金及び預金 3,160,686千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△97,500千円

現金及び現金同等物 3,063,186千円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

　認められるもの以外のファイナンス・リー

　ス取引

１　リース物件の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）

什器備
品

1,534,064 952,415 47,211 534,437

無形固
定資産
（ソフ
トウェ
ア）

70,460 51,117 2,427 16,915

合計 1,604,524 1,003,533 49,638 551,352

 
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）

什器備
品

1,102,910 625,084 106,842 370,983

無形固
定資産
（ソフ
トウェ
ア）

55,772 46,972 2,427 6,372

合計 1,158,682 672,056 109,270 377,355

 
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）

什器備
品

1,318,203 847,031 107,054 364,118

無形固
定資産
（ソフ
トウェ
ア）

61,280 47,401 2,427 11,451

合計 1,379,483 894,432 109,481 375,569

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。

同左 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

（２）未経過リース料中間期末残高相当額及

びリース資産減損勘定中間期末残高

未経過リース料中間期末残高相当額

（２）未経過リース料中間期末残高相当額及

びリース資産減損勘定中間期末残高

未経過リース料中間期末残高相当額

（２）未経過リース料期末残高相当額及びリー

ス資産減損勘定期末残高

未経過リース料期末残高相当額

１年内 259,158千円

１年超 309,183千円

合計 568,341千円

リース資産減損勘定中

間期末残高
16,988千円

１年内 192,441千円

１年超 240,397千円

合計 432,838千円

リース資産減損勘定中

間期末残高
55,482千円

１年内 216,290千円

１年超 231,002千円

合計 447,292千円

リース資産減損勘定期

末残高
71,722千円

（注）　未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

同左 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。

（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、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 163,973千円

リース資産減損勘定の

取崩額
6,369千円

減価償却費相当額 157,604千円

減損損失 －千円

支払リース料 125,669千円

リース資産減損勘定の

取崩額
16,240千円

減価償却費相当額 109,428千円

減損損失 －千円

支払リース料 285,022千円

リース資産減損勘定の

取崩額
11,690千円

減価償却費相当額 273,332千円

減損損失 60,054千円

（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

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　

借手側

　未経過リース料

１年内 49,308千円

１年超 564,715千円

合計 614,023千円

 

２　オペレーティング・リース取引　

―――――　
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年９月30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）

中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額
（千円）

(1）株式 217,951 197,521 △20,429

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 217,951 197,521 △20,429

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 14,193

投資事業有限責任組合への出資 11,712

当中間連結会計期間末（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）

中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額
（千円）

(1）株式 221,255 163,968 △57,287

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他    

合計 221,255 163,968 △57,287

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 14,193

投資事業有限責任組合への出資 9,680
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前連結会計年度末（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）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

(1）株式 219,453 170,666 △48,787

(2）債券 － － －

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 219,453 170,666 △48,787

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 14,193

投資事業有限責任組合への出資 11,869

（デリバティブ取引関係）

　当社グループは、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいてもデリバティ

ブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

　（企業結合等）

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいても該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費の給料　　3,003千円

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成19年５月１日

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員　50名

株式の種類及び付与数 普通株式　302,000株

付与日 平成19年５月１日

権利確定条件 権利行使時においても当社の従業員であることを要す。

対象勤務期間 平成19年５月１日～平成20年６月23日

権利行使期間 平成20年６月24日～平成23年６月22日

権利行使価格 547円

付与日における公正な評価単価 29円

当中間連結会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

１．当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費の給料　　2,402千円

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

会社名 　提出会社

決議年月日 　平成19年５月１日

付与対象者の区分及び人数 　当社の従業員　50名

株式の種類及び付与数 　普通株式　302,000株

付与日 　平成19年５月１日

権利確定条件 　権利行使時においても当社の従業員であることを要す。

対象勤務期間 　平成19年５月１日～平成20年６月23日

権利行使期間 　平成20年６月24日～平成23年６月22日

権利行使価格 　547円

付与日における公正な評価単価 　29円
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前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）

１．ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 　平成19年５月１日

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員　50名

株式の種類及び付与数 普通株式　302,000株

付与日 平成19年５月１日

権利確定条件 権利行使時においても当社の従業員であることを要する。

対象勤務期間 平成19年５月１日～平成20年６月23日

権利行使期間 平成20年６月24日～平成23年６月22日

権利行使価格 547円

付与日における公正な評価単価（円）  29円
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成20年３月１

日　至平成20年８月31日）及び前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年２月29日）

　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める小売業の割合が、いずれも90％を超えているため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成20年３月１

日　至平成20年８月31日）及び前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年２月29日）

　本国以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成20年３月１

日　至平成20年８月31日）及び前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年２月29日）

　海外売上高はないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 807円34銭

１株当たり中間純利益

金額
27円23銭

１株当たり純資産額 798円61銭

１株当たり中間純利益

金額
19円60銭

１株当たり純資産額 791円51銭

１株当たり当期純利益

金額
12円91銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

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

 
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 302,388 217,623 143,376

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円）
302,388 217,623 143,376

普通株式の期中平均株式数

（株）
11,105,100 11,104,997 11,105,090

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要

新株予約権１種類（潜在株

式の数296,000株）

新株予約権１種類（潜在株

式の数296,000株）

新株予約権１種類（潜在株

式の数296,000株）

２　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成20年８月31日）

前連結会計年度末
（平成20年２月29日）

純資産の部の合計額（千円） 8,968,551 8,876,997 8,795,703

純資産の部の合計額から控除する金

額（千円）
3,003 8,410 6,007

（うち新株予約権） (3,003) (8,410) (6,007)

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（千円）
8,965,547 8,868,587 8,789,696

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式の

数（株）

11,105,100 11,104,962 11,105,032

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成19年９月30日）
当中間会計期間末

（平成20年８月31日）

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（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  5,093,105   5,751,371   3,042,441   

２　売掛金  23,561   25,881   19,911   

３　たな卸資産  2,141,064   1,968,470   2,171,044   

４　その他  745,581   906,172   603,415   

貸倒引当金  △1,000   △1,000   △1,000   

流動資産合計   8,002,313 35.8  8,650,896 35.9  5,835,813 28.1

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 5,919,448   6,936,438   5,468,643   

(2）什器備品  528,966   419,501   407,842   

(3）土地 ※２ 4,796,760   4,790,444   4,790,444   

(4）その他  499,348   644,255   1,566,054   

有形固定資産
合計

  11,744,524 52.5  12,790,639 53.0  12,232,984 58.9

２　無形固定資産   494,925 2.2  493,774 2.0  478,607 2.3

３　投資その他の
資産

          

(1）関係会社株
式

 21,000   21,000   21,000   

(2）差入保証金  1,134,163   1,051,934   1,081,200   

(3）その他  962,577   1,118,323   1,118,776   

投資その他の
資産合計

  2,117,741 9.5  2,191,258 9.1  2,220,978 10.7

固定資産合計   14,357,190 64.2  15,475,673 64.1  14,932,570 71.9

資産合計   22,359,503 100.0  24,126,570 100.0  20,768,383 100.0
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前中間会計期間末

（平成19年９月30日）
当中間会計期間末

（平成20年８月31日）

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（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  4,997,516   5,487,395   2,353,614   

２　短期借入金 ※２ 2,170,000   2,070,000   2,470,000   

３　１年内返済予
定の長期借入
金

※２ 1,073,070   1,173,510   1,200,350   

４　未払金  1,070,479   1,666,312   769,850   

５　未払法人税等  257,950   187,500   168,000   

６　賞与引当金  46,833   20,421   －   

７　ポイント費用
引当金

 81,366   74,960   82,218   

８　その他 ※４ 462,581   449,697   418,185   

流動負債合計   10,159,798 45.4  11,129,798 46.1  7,462,219 35.9

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２ 1,742,860   2,312,100   2,875,770   

２　退職給付引当
金

 1,058,634   1,099,051   1,084,098   

３　役員退職慰労
引当金

 138,593   144,818   147,218   

４　預り保証金  490,584   697,895   551,776   

５　その他  29,267   116,692   84,414   

固定負債合計   3,459,940 15.5  4,370,557 18.1  4,743,278 22.9

負債合計   13,619,738 60.9  15,500,356 64.2  12,205,497 58.8

           

－ 36 －



  
前中間会計期間末

（平成19年９月30日）
当中間会計期間末

（平成20年８月31日）

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（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   1,052,272 4.7  1,052,272 4.4  1,052,272 5.1

２　資本剰余金           

(1）資本準備金  968,809   968,809   968,809   

資本剰余金合
計

  968,809 4.3  968,809 4.0  968,809 4.7

３　利益剰余金           

(1）利益準備金  168,000   168,000   168,000   

(2）その他利益
剰余金

          

退職積立金  395,000   395,000   395,000   

配当平均積
立金

 270,000   270,000   270,000   

土地圧縮積
立金

 154,199   154,199   154,199   

別途積立金  5,275,000   5,275,000   5,275,000   

繰越利益剰
余金

 467,536   370,889   304,493   

利益剰余金合
計

  6,729,736 30.1  6,633,089 27.5  6,566,692 31.6

４　自己株式   △54 △0.0  △122 △0.0  △89 △0.0

株主資本合計   8,750,763 39.1  8,654,048 35.9  8,587,684 41.4

Ⅱ　評価・換算差額
等

          

１　その他有価証券
評価差額金

  △14,001 △0.0  △36,245 △0.1  △30,805 △0.2

評価・換算差額
等合計

  △14,001 △0.0  △36,245 △0.1  △30,805 △0.2

Ⅲ　新株予約権   3,003 0.0  8,410 0.0  6,007 0.0

純資産合計   8,739,765 39.1  8,626,213 35.8  8,562,885 41.2

負債純資産合計   22,359,503 100.0  24,126,570 100.0  20,768,383 100.0

           

－ 37 －



(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30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）

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成19年４月１日
至　平成20年２月29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   26,958,393 100.0  26,171,947 100.0  48,167,833 100.0

Ⅱ　売上原価   20,872,159 77.4  19,983,580 76.3  37,066,373 77.0

売上総利益   6,086,234 22.6  6,188,367 23.7  11,101,460 23.0

Ⅲ　営業収入   207,095 0.8  314,260 1.2  384,687 0.8

営業総利益   6,293,330 23.4  6,502,627 24.9  11,486,147 23.8

Ⅳ　販売費及び一般
管理費

  6,114,057 22.7  6,097,825 23.3  11,169,289 23.1

営業利益   179,272 0.7  404,802 1.6  316,858 0.7

Ⅴ　営業外収益 ※１  96,866 0.3  87,545 0.3  186,299 0.3

Ⅵ　営業外費用 ※２  24,980 0.1  34,567 0.1  48,719 0.1

経常利益   251,157 0.9  457,779 1.8  454,438 0.9

Ⅶ　特別利益 ※３  240,807 0.9  1,707 0.0  242,207 0.5

Ⅷ　特別損失 ※４
　

 500 0.0  119,231 0.5  440,794 0.9

税引前中間
（当期）純利
益

  491,464 1.8  340,256 1.3  255,851 0.5

法人税、住民
税及び事業税

 244,727   177,956   328,585   

法人税等調整
額

 △44,300 200,426 0.7 △37,357 140,599 0.5 △200,728 127,857 0.2

中間（当期）
純利益

  291,037 1.1  199,657 0.8  127,994 0.3

           

－ 38 －



(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４月１日　至　平成19年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益
剰余金(※)

利益剰余金
合計

平成19年３月31日残高（千円） 1,052,272 968,809 968,809 168,000 6,403,959 6,571,959 △54 8,592,986

中間会計期間中の変動額         

別途積立金の積立     － －  －

剰余金の配当     △133,261 △133,261  △133,261

中間純利益     291,037 291,037  291,037

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）

－ － － － 157,776 157,776 － 157,776

平成19年９月30日残高（千円） 1,052,272 968,809 968,809 168,000 6,561,736 6,729,736 △54 8,750,763

 

評価・換算差額等

新株予約権 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３月31日残高（千円） △4,068 △4,068 － 8,588,918

中間会計期間中の変動額     

別途積立金の積立    －

剰余金の配当    △133,261

中間純利益    291,037

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額）

△9,932 △9,932 3,003 △6,929

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△9,932 △9,932 3,003 150,847

平成19年９月30日残高（千円） △14,001 △14,001 3,003 8,739,765

　（※）　その他利益剰余金の内訳

 退職積立金 配当平均積立金 土地圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 合計

平成19年３月31日残高（千円） 395,000 270,000 154,199 4,965,000 619,760 6,403,959

中間会計期間中の変動額       

別途積立金の積立    310,000 △310,000 －

剰余金の配当     △133,261 △133,261

中間純利益     291,037 291,037

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）

－ － － 310,000 △152,223 157,776

平成19年９月30日残高（千円） 395,000 270,000 154,199 5,275,000 467,536 6,561,736

－ 39 －



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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計
資本準備金

資本剰余金
合計

利益準備金
その他利益
剰余金(※)

利益剰余金
合計

平成20年２月29日残高（千円） 1,052,272 968,809 968,809 168,000 6,398,692 6,566,692 △89 8,587,684

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当     △133,260 △133,260  △133,260

中間純利益     199,657 199,657  199,657

自己株式の取得       △32 △32

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）

－ － － － 66,396 66,396 △32 66,364

平成20年８月31日残高（千円） 1,052,272 968,809 968,809 168,000 6,465,089 6,633,089 △122 8,654,048

 

評価・換算差額等

新株予約権 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29日残高（千円） △30,805 △30,805 6,007 8,562,885

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当    △133,260

中間純利益    199,657

自己株式の取得    △32

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額）

△5,439 △5,439 2,402 △3,036

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△5,439 △5,439 2,402 63,327

平成20年８月31日残高（千円） △36,245 △36,245 8,410 8,626,213

　（※）　その他利益剰余金の内訳

 退職積立金 配当平均積立金 土地圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 合計

平成20年２月29日残高（千円） 395,000 270,000 154,199 5,275,000 304,493 6,398,692

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当     △133,260 △133,260

中間純利益     199,657 199,657

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）

－ － － － 66,396 66,396

平成20年８月31日残高（千円） 395,000 270,000 154,199 5,275,000 370,889 6,465,089

－ 40 －



前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 　利益剰余金

自己株式　
株主資本
合計　

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金　

その他利益剰
余金(※)　

利益剰余金
合計　

平成19年３月31日残高（千円） 1,052,272 968,809 968,809 168,000 6,403,959 6,571,959 △54 8,592,986

事業年度中の変動額         

別途積立金の積立     － －  －

剰余金の配当     △133,261 △133,261  △133,261

当期純利益     127,994 127,994  127,994

自己株式の取得       △34 △34

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） － － － － △5,266 △5,266 △34 △5,301

平成20年２月29日残高（千円） 1,052,272 968,809 968,809 168,000 6,398,692 6,566,692 △89 8,587,684

 

評価・換算差額等

新株予約権　 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３月31日残高（千円） △4,068 △4,068 － 8,588,918

事業年度中の変動額     

別途積立金の積立    －

剰余金の配当    △133,261

当期純利益    127,994

自己株式の取得    △34

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

△26,737 △26,737 6,007 △20,730

事業年度中の変動額合計（千円） △26,737 △26,737 6,007 △26,032

平成20年２月29日残高（千円） △30,805 △30,805 6,007 8,562,885

　（※）　その他利益剰余金の内訳

 退職積立金 配当平均積立金 土地圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金 合計

平成19年３月31日残高（千円） 395,000 270,000 154,199 4,965,000 619,760 6,403,959

事業年度中の変動額       

別途積立金の積立    310,000 △310,000 －

剰余金の配当     △133,261 △133,261

当期純利益     127,994 127,994

自己株式の取得       

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

      

事業年度中の変動額合計（千円） － － － 310,000 △315,266 △5,266

平成20年２月29日残高（千円） 395,000 270,000 154,199 5,275,000 304,493 6,398,692
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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４月１日
至　平成19年９月30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４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）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

 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

法により算定しておりま

す。）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

期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

り算定しております。）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 

 

(2）たな卸資産

商品

生鮮食品　最終仕入原価法

その他　　売価還元原価法

(2）たな卸資産

商品

生鮮食品　同左

その他　　同左

(2）たな卸資産

商品

生鮮食品　同左

その他　　同左

 貯蔵品　　　最終仕入原価法 貯蔵品　　　同左 貯蔵品　　　同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採用

しております。

　なお、事業用定期借地権契約に

よる借地上の建物・構築物につい

ては、耐用年数を定期借地権の残

存期間、残存価額を零とした定額

法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物　10年～34年

什器備品　　　　５年～10年

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採用

しております。

　なお、事業用定期借地権契約に

よる借地上の建物・構築物につい

ては、耐用年数を定期借地権の残

存期間、残存価額を零とした定額

法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物　10年～34年

什器備品　　　　５年～10年

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採用

しております。

　なお、事業用定期借地権契約に

よる借地上の建物・構築物につい

ては、耐用年数を定期借地権の残

存期間、残存価額を零とした定額

法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物及び構築物　10年～34年

什器備品　　　　５年～10年

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い当中間会

計期間から、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産につい

ては、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　これにより、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4,150千円それぞれ減

少しております。

　（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い当事業年

度から、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産については、

改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。

　これにより、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9,411千円それぞれ減少し

ております。

－ 42 －



項目
前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30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４月１日
至　平成20年２月29日）

 （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年

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。

この結果、従来の方法に比べ、営

業利益、経常利益及び税引前中間

純利益がそれぞれ11,914千円減少

しております。

　（追加情報）

  法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年

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。

この結果、従来の方法に比べ、営

業利益、経常利益及び税引前当期

純利益がそれぞれ21,782千円減少

しております。

 

 

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　ただし、定期借地権（当該借地

権を設定している土地の改良費

等）については、賃借期間を基準

とした定額法によっております。

　また、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　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

　従業員に支給する賞与に備える

ため、将来の支給見込額のうち当

中間会計期間の負担額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

同左

─────

 

 

 

(3）ポイント費用引当金

　ポイントカード制度により発行

される商品値引券の利用に備える

ため、将来利用されると見込まれ

る額を計上しております。

(3）ポイント費用引当金

同左

(3）ポイント費用引当金

同左

－ 43 －



項目
前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30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４月１日
至　平成20年２月29日）

 

 

(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。

　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

（10年）による定率法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から損益処理することとしてお

ります。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度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。

　過去勤務債務は、その発生時に

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発生し

た事業年度から損益処理すること

としております。　

　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

（10年）による定率法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から損益処理することとしてお

ります。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当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。

　数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定

率法により翌期から損益処理する

こととしております。

 

 

(5）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。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）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

５　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

　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。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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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９月30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 ※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

 11,958,911千円  12,479,882千円  12,234,629千円

※２　担保提供資産 ※２　担保提供資産 ※２　担保提供資産

建物 2,264,588千円

土地 3,269,163千円

計 5,533,751千円

建物 1,991,697千円

土地 2,859,023千円

計 4,850,721千円

建物 2,064,649千円

土地 3,036,351千円

計 5,101,001千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務

短期借入金 1,220,000千円

１年内返済予定の

長期借入金
917,490千円

長期借入金 1,742,860千円

計 3,880,350千円

短期借入金 1,120,000千円

１年内返済予定の

長期借入金
797,510千円

長期借入金 2,312,100千円

計 4,229,610千円

短期借入金 1,320,000千円

１年内返済予定の

長期借入金
731,050千円

長期借入金 2,738,570千円

計 4,789,620千円

　３　偶発債務

　協同組合ベルセンターの銀行借入れに

対し、他社（13社）と共同保証を行って

おります。

　３　偶発債務

　協同組合ベルセンターの銀行借入れに

対し、他社（13社）と共同保証を行って

おります。

　３　偶発債務

　協同組合ベルセンターの銀行借入れに

対し、他社（13社）と共同保証を行って

おります。

 317,000千円  283,500千円  277,000千円

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。

※４　消費税等の取扱い

同左

―――――
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30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４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 ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 5,454千円

賃貸収入 39,799千円

受取利息 6,662千円

賃貸収入 41,259千円

受取利息 10,349千円

賃貸収入 73,283千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 23,692千円 支払利息 32,628千円 支払利息 　　　　45,293千円

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの  ※３　特別利益のうち主要なもの

固定資産売却益  

土地 240,807千円

固定資産売却益  

その他(車両運搬具) 172千円

固定資産売却益  

土地 240,807千円

※４　　　　　――――― ※４　特別損失のうち主要なもの　

店舗等閉鎖損失 79,456千円

※４　特別損失のうち主要なもの　

減損損失 　　　426,707千円

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　

  ５　　　　　―――――   ５　　　　　―――――    ５　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上いたしました。

用途
場所

（件数）
種類

金額

（千円）

 店舗  岩手県

（７件）

 建物

 構築物

 車両

 運搬具

 什器備品

 土地

 リース

 資産

無形固定

資産

273,648

20,095

174

 

56,448

6,315

60,054

 

9,970

 合計 （７件）　 426,707

　　  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本単位に資産

のグルーピングをしております。遊休資

産等については、物件毎に資産のグルー

ピングをしております。

　営業活動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

込である店舗等の資産グループ及び市場

価格が帳簿価額より著しく下落している

遊休資産等については、各資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（426,707千円）と

して特別損失に計上しております。

　なお、当該資産グループの回収可能価

額は、正味売却価額により測定しており、

正味売却価額については、主として不動

産鑑定評価額に基づいて算定しておりま

す。

　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 361,463千円

無形固定資産 21,909千円

有形固定資産 389,334千円

無形固定資産 24,729千円

有形固定資産 671,936千円

無形固定資産 41,611千円
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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４月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当中間会計期間増加
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）

自己株式     

普通株式 100 － － 100

合計 100 － － 100

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）

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）

自己株式     

普通株式（注） 168 70 － 238

合計 168 70 － 238

　（注）　自己株式の増加は、単元未満株の買取請求によるものであります。

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年２月29日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

自己株式     

普通株式（注） 100 68 － 168

合計 100 68 － 168

（注）　自己株式の増加は、単元未満株の買取請求によるものであります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30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４月１日
至　平成20年２月29日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

　認められるもの以外のファイナンス・リー

　ス取引

１　リース物件の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）

什器備
品

1,534,064 952,415 47,211 534,437

無形固
定資産
（ソフ
トウェ
ア）

70,460 51,117 2,427 16,915

合計 1,604,524 1,003,533 49,638 551,352

 
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）

什器備
品

1,102,910 625,084 106,842 370,983

無形固
定資産
（ソフ
トウェ
ア）

55,772 46,972 2,427 6,372

合計 1,158,682 672,056 109,270 377,355

 
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）

什器備
品

1,318,203 847,031 107,054 364,118

無形固
定資産
（ソフト
ウェ
ア）

61,280 47,401 2,427 11,451

合計 1,379,483 894,432 109,481 375,569

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。

同左 （注）　取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相当額及び

リース資産減損勘定中間期末残高

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料中間期末残高相当額及び

リース資産減損勘定中間期末残高

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額及びリー

ス資産減損勘定期末残高

未経過リース料期末残高相当額

１年内 259,158千円

１年超 309,183千円

合計 568,341千円

リース資産減損勘定中

間期末残高
16,988千円

１年内 192,441千円

１年超 240,397千円

合計 432,838千円

リース資産減損勘定中

間期末残高
55,482千円

１年内 216,290千円

１年超 231,002千円

合計 447,292千円

リース資産減損勘定期

末残高
71,722千円

（注）　未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

同左 （注）　未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定

しております。

(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、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 163,973千円

リース資産減損勘定の

取崩額
6,369千円

減価償却費相当額 157,604千円

減損損失 －千円

支払リース料 125,669千円

リース資産減損勘定の

取崩額
16,240千円

減価償却費相当額 109,428千円

減損損失 －千円

支払リース料 285,022千円

リース資産減損勘定の

取崩額
11,690千円

減価償却費相当額 273,332千円

減損損失 60,054千円

(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

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　

借手側　

未経過リース料

１年内 49,308千円

１年超 564,715千円

合計 614,023千円

 

２　オペレーティング・リース取引　

　―――――　
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のある

ものは所有しておりません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30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４月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 786円73銭

１株当たり中間純利益

金額
26円21銭

１株当たり純資産額 776円03銭

１株当たり中間純利益

金額
17円98銭

１株当たり純資産額 770円54銭

１株当たり当期純利益

金額
11円53銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため、

記載しておりません。

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないため、

記載しておりません。

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

 
前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30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４月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 291,037 199,657 127,994

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利

益（千円）
291,037 199,657 127,994

普通株式の期中平均株式数

（株）
11,105,100 11,104,997 11,105,090

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要

新株予約権１種類（潜在株

式の数296,000株）

新株予約権１種類（潜在株

式の数296,000株）

新株予約権１種類（潜在株

式の数296,000株）

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間末

（平成19年９月30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）

純資産の部の合計額（千円） 8,739,765 8,626,213 8,562,885

純資産の部の合計額から控除する金

額（千円）
3,003 8,410 6,007

（うち新株予約権） (3,003) (8,410) (6,007)

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額（千円）
8,736,761 8,617,803 8,556,878

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末（期末）の普通株式の

数（株）

11,105,100 11,104,962 11,105,032

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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６．その他
　商品の区分別販売高状況

　　　期別

前中間会計期間

　（自　平成19年４月１日

　（至　平成19年９月30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４月１日

　　（至　平成20年２月29日）

　商品別 　金額（千円） 　構成比（％） 　金額（千円） 　構成比（％） 　金額（千円） 　構成比（％）

　 青　　果 2,964,692 11.0 3,019,127 11.5 5,447,183 11.3

　 鮮　　魚 2,688,242 10.0 2,585,168 9.9 4,921,098 10.2

　 精　　肉 2,220,122 8.2 2,246,776 8.6 4,067,968 8.5

   日　　配 5,215,019 19.3 5,167,288 19.7 9,244,819 19.2

   加工食品 4,043,585 15.0 3,942,408 15.1 7,110,741 14.8

　 菓　　子 1,094,233 4.1 1,131,843 4.3 2,040,606 4.2

　 雑　　貨 1,796,467 6.7 1,536,386 5.9 2,997,751 6.2

　 衣 料 品 699,993 2.6 629,674 2.4 1,344,884 2.8

      米 850,579 3.2 789,996 3.0 1,412,189 2.9

      酒 2,162,722 8.0 2,071,294 7.9 3,826,722 7.9

　 惣    菜 1,854,220 6.9 1,855,684 7.1 3,305,136 6.9

　 そ の 他 1,368,513 5.0 1,196,297 4.6 2,448,731 5.1

　 合    計 26,958,393 100.0 26,171,947 100.0 48,167,833 100.0

　（注１）「その他」は催事、ギフト、たばこ、シャトレーゼ、インストアベーカリー等であります。

　（注２）前事業年度は、決算期変更に伴い、11ヶ月間の営業となっております。
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