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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) 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
(注) 20年２月期末配当の内訳 普通配当 ７円50銭 記念配当 ５円 

  

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) 
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(百万円未満切捨て)

(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 166,316 2.6 △46 ― △67 ― △1,003 ―
19年８月中間期 162,033 △2.1 1,775 △23.7 1,758 △20.9 637 △42.9

20年２月期 321,418 △1.6 4,517 △9.1 4,596 △4.6 1,942 △7.7

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 △28 43 ― ―
19年８月中間期 18 27 16 37

20年２月期 55 71 50 19

(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) 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 173,577 54,450 31.3 1,542 99

19年８月中間期 174,105 54,953 31.5 1,575 86

20年２月期 176,117 55,835 31.7 1,581 97

(参考) 自己資本 20年８月中間期54,450百万円 19年８月中間期54,953百万円 20年２月期55,835百万円

(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 8,854 △3,725 △2,848 13,110

19年８月中間期 7,412 △2,896 △5,638 9,876

20年２月期 7,794 △1,832 △6,131 10,830

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 ７ 50 12 50 20 00

21年２月期(実績) 10 00 ―

21年２月期(予想) ― 10 00 20 00

(％表示は、対前期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 328,000 2.0 3,400 △24.7 3,300 △28.2 300 △84.5 8 50

－1－



4. その他 

  

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、19ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。〕 

  

 
(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、41ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

  

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) 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

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) 

 

 
  
 ※ 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の記述は、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前提に基づいており、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。 
業績予想の前提や業績予想のご利用にあたっての注意事項については、３、４ページ「１.経営成績

(1)経営成績に関する分析」をご参照ください。 

(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)

(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 35,300,560株 19年８月中間期 34,875,244株 20年２月期 35,300,560株

② 期末自己株式数 20年８月中間期 11,843株 19年８月中間期 2,960株 20年２月期 5,625株

(参考) 個別業績の概要

(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 157,775 2.0 △288 ― △249 ― △912 ―
19年８月中間期 154,601 △3.0 1,445 △16.5 1,468 △13.1 494 △39.0

20年２月期 306,628 △2.5 3,942 △6.1 4,104 △1.0 1,728 △3.2

１株当たり中間 
(当期)純利益

円  銭

20年８月中間期 △25 84

19年８月中間期 14 17

20年２月期 49 55

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 161,842 52,612 32.5 1,490 92

19年８月中間期 163,120 53,062 32.5 1,521 62

20年２月期 165,211 53,910 32.6 1,527 43

(参考) 自己資本 20年８月中間期52,612百万円 19年８月中間期53,062百万円 20年２月期53,910百万円

(％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 320,000 4.3 3,000 △23.9 3,000 △26.9 700 △59.4 19 83

－2－



当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油・穀物をはじめとする原材料価格の高騰が企業収益

を圧迫し、さらにサブプライムローン問題に端を発する金融市場の混乱や米国経済の減退もあり、景気

の減速傾向が強まっています。 

当社グループ(当社及び連結子会社。以下同じ。)の経営環境におきましては、事業展開をしている中

四国エリアでは少子高齢化や人口減少が進むなか、ガソリンをはじめとする生活関連商品の値上げや商

品の安心・安全問題、社会保障制度の将来に対する心理的不安などから個人消費は低迷し、我々小売業

を取り巻く環境はさらに厳しさを増しています。 

このような環境のなかで、当社グループは、「中四国流通ネットワーク構想」のもと、地域の豊かな

くらしづくりと地域社会の発展に貢献できる企業集団を目指し、より一層のドミナント化の推進と「フ

ジカンパニーズ」各社の有する経営資源を 大限に活用し、地域社会に貢献できる魅力のあるＳＣ(シ

ョッピングセンター)づくりに努めました。 

これらの結果、当中間連結会計期間の営業収益は1,663億16百万円(対前年同期比2.6％増)となりまし

た。営業損失は46百万円(前年同期は営業利益17億75百万円)、経常損失は67百万円(前年同期は経常利

益17億58百万円)、中間純損失は10億３百万円(前年同期は中間純利益６億37百万円)となりました。 

事業部門別の状況は、次のとおりです。 

総合小売業におきましては、経営方針を「内部改革(地固め)」(地域密着・顧客密着の徹底)と定め、

その重点施策として「強い商品づくり」「強い店舗づくり」に取り組みました。 

商品ではプライベートブランド商品の開発、地産地消の推進、食品の安全・安心を守る体制の強化な

ど「強い商品づくり」に努めました。 

店舗につきましては、平成20年３月にカジュアルファッションストアの「ピーエフ観音寺店」(香川

県観音寺市)を、４月に中四国 大級の複合型商業施設「エミフルＭＡＳＡＫＩ」(愛媛県伊予郡松前

町)を、６月に「ピーエフ阿波店」(徳島県阿波市)を新設いたしました。また、既存店の活性化策とし

て５月に「フジグラン小野田」(山口県山陽小野田市)の改装を行うなど計４店舗の改装を行い「強い店

舗づくり」に努めました。さらに、株式会社ＴＳＵＴＡＹＡとのＦＣ契約に伴い、ホームエンターテイ

ンメント事業の既存店９店舗を「ＴＳＵＴＡＹＡ」としてオープンいたしました。 

経費面では、直営売場の拡縮や新規テナントの導入、店舗作業の見直し等による人時生産性の向上な

ど店舗の効率化に努めました。また、物流の効率化を図るため、衣料物流とグロサリー物流の機能を統

合し「フジ四国物流センター」を新設いたしました。 

医薬品化粧品等小売業におきましては、単独店を５店舗、「エミフルＭＡＳＡＫＩ」にテナントとし

て１店舗それぞれ新設いたしました。また、経営効率を高めるため１店舗閉店いたしました 。 

しかし、個人消費の低迷の影響は大きく、「エミフルＭＡＳＡＫＩ」など新設店舗の効果はありまし

たが、衣料品・住居関連品の売上不振から既存店売上高は前年割れとなりました。 

これらの結果、この部門の営業収益は1,614億24百万円(対前年同期比2.7％増)となりました。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

（当中間期の経営成績）

【小売事業部門】
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食品製造・加工販売業におきましては、食品の安心・安全に対する責任と自覚を持って、高品質でよ

り新鮮な商品を提供することに努めました。 

飲食業におきましては、「エミフルＭＡＳＡＫＩ」にテナントとして４店舗を、また「フジグラン小

野田」にテナントとして１店舗と単独店１店舗を新設いたしました。また、経営効率を高めるため１店

舗閉店いたしました 。 

これらの結果、この部門の営業収益は109億11百万円(対前年同期比2.9％増)となりました。 

不動産賃貸業におきましては、不動産賃貸料の抑制など、厳しい経営環境で推移いたしました。 

これらの結果、この部門の営業収益は５億79百万円(対前年同期比1.1％減)となりました。 

  

（注）上記の数値のうち、事業部門別の営業収益には、売上高及び営業収入を含み、事業部門間の取引も

含んでいます。また、記載金額には消費税等を含めていません。なお、「事業の種類別セグメント

情報」では小売事業部門と小売周辺事業部門は１つの事業区分として集計しています。 

  

今後の見通しにつきましては、長引くサブプライムローン問題の後遺症や原材料価格の高騰など景気

全体は先行き不透明な状況で推移するものと予測されます。また、個人消費を取り巻く環境において

も、ガソリン価格の高止まりや生活関連商品の値上げによる生活防衛意識の高まりなど、今後も厳しい

状況で推移するものと予測されます。 

このようななか、小売事業部門及び小売周辺事業部門では、「地域密着」に重点をおき、地場商品の

積極的導入をはじめ地域のニーズに的確に応えながら地域特性に応じた品揃え・売場づくりに努めま

す。また価格高騰対策としてのプライベートブランド商品の開発強化、商品の安心・安全を確保するた

めの品質管理の徹底を行います。 

店舗につきましてはＳＳＭ(スーパー・スーパーマーケット)の「ヴェスタ」を２店舗、カジュアルフ

ァッションストアの「ピーエフ」１店舗の新設を予定しています。「エミフルＭＡＳＡＫＩ」につきま

しては、２期工事としてドラッグストアのオープンを予定するなど今後も機能強化に取り組んでまいり

ます。一方、お客様のニーズに対応することが困難になった１店舗の閉店を予定しております。 

医薬品化粧品等小売業におきましては、９月１日の株式交換に伴い株式会社レデイ薬局が当社の持分

法適用会社となり、また、株式会社メディコ・二十一は株式会社レデイ薬局の連結子会社となったた

め、当社の連結子会社ではなくなりました。 

飲食業におきましては、１店舗の新設と既存店の活性化策として引き続き業態変更や店舗の改装を積

極的に行います。 

その他事業部門では、地域環境に配慮したより快適なＳＣづくりをめざします。 

以上により、通期の業績は、営業収益は3,280億円(対前期比2.0％増)、営業利益は34億円(対前期比

24.7％減)、経常利益は33億円(対前期比28.2％減)、当期純利益は３億円(対前期比84.5％減)を見込ん

でいます。 

  

【小売周辺事業部門】

【その他事業部門】

（通期の見通し）

㈱フジ（8278）　平成21年２月期　中間決算短信

－4－



キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、税金等調整前

中間純損失13億73百万円に含まれる非資金項目の減価償却費25億13百万円、減損損失８億52百万円等の

調整と、その他営業資産の減少額64億13百万円、仕入債務の増加額34億85百万円等の増加要因がありま

したが、減少要因として、その他営業負債の減少額32億36百万円等があり、差し引きでは88億54百万円

の収入(前年同期は74億12百万円の収入)となりました。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、有形・無形固定資産の取得(設備関係支払

手形決済等を含む)による支出が28億20百万円、その他の投資に係る支出が26億52百万円、その他の投

資に係る収入が18億34百万円あったこと等により37億25百万円の支出(前年同期は28億96百万円の支出)

となりました。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、短期借入金の借入による収入(純額)10億12

百万円、長期借入金の返済による支出(純額)34億９百万円、配当金の支払額が４億41百万円あったこと

等により28億48百万円の支出(前年同期は56億38百万円の支出)となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は131億10百万円となり、期首から22億79百万円増

加いたしました。 

  

当社グループでは、株主の皆様への適切な利益還元を行うことを経営の重要課題と位置づけておりま

す。安定的な利益を確保し、財務体質のより一層の健全化を図り、企業体質を強化する為の内部留保の

充実などを勘案しながら、株主の皆様への利益還元に取り組んでまいります。 

また、内部留保資金は、競争力強化のため、店舗の新増設、既存店の改装等の設備資金及び財務体質

の強化等に充当し、経営基盤の充実のため有効に活用いたします。 

なお、当社の今中間配当は、１株当たり10円とさせて頂き、年間では20円を予定しております。 

  

(2) 財政状態に関する分析

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当
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当社グループにおける事業展開上のリスクとなる可能性があると考えられる事項は、以下の内容とな

ります。 

 ① 競争環境の激変 

当社グループは、事業の性格上、各ＳＣの商圏内の同業他社との競争状況にあります。異業種の参入

も含め、当社グループのＳＣ商圏内に新規の他社ＳＣまたは店舗が多数参入した場合、当社グループの

財政状態及び経営成績等に影響を受ける可能性があります。 

  

 ② 景気・季節要因 

当社グループは、「小売及び小売周辺事業」を核として一般消費者を対象としているものであり、景

気の低迷による購買力の低下や想定以上の天候不順により、当社グループの財政状態及び経営成績等に

影響を受ける可能性があります。 

  

 ③ 自然災害等 

当社グループは、自然災害等に対しては緊急時の社内体制を整備しておりますが、大規模な地震、風

水害等が発生した場合、当社グループの事業活動に著しい支障が生じ、財政状態及び経営成績等に影響

を受ける可能性があります。 

  

 ④ 法的規制等 

当社グループでは、大規模小売店舗立地法、独占禁止法、貸金業法等の他、個人情報の保護、食品の

安全管理、環境・リサイクルなどに関する法令等に充分留意した事業活動を行なっておりますが、法令

等の改正に対応するため、コストが増加する可能性があります。それにより、当社グループの財政状態

及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ⑤ 有利子負債依存度 

設備投資資金は主に金融機関からの借入金及び社債の発行により対応しており、当社グループの連結

総資産に占める有利子負債比率は、平成20年８月31日現在で36.6％となっております。 

当社グループは借入金の圧縮等により財務体質の強化に努める方針でありますが、当社グループの財

政状態及び経営成績等は、今後の金融情勢の変化に伴う影響を受ける可能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク
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当企業集団は、株式会社フジ(当社)及び子会社15社、関連会社２社及びその他の関係会社２社で構成さ

れ、「小売及び小売周辺事業」を主な内容とし、旅行業、情報関連事業、警備保障業及びスポーツ施設の

運営等、総合生活提案型の事業活動を展開しています。 

当企業集団の事業の内容と事業部門との位置付けは、次のとおりです。 

 
(注) １ 平成20年９月１日付で㈱レデイ薬局を完全親会社、㈱メディコ・二十一を完全子会社とする株式交換によ

り、当社の㈱レデイ薬局に対する持分比率が34.78％に増加し新たに関連会社となりました。 

２ 上記株式交換に伴い、㈱メディコ・二十一は㈱レデイ薬局の完全子会社となったため、当社の連結子会社で

はなくなりました。 

  

２ 企業集団の状況

事業部門 事業の内容 会社名

小売事業部門 総合小売業 当社

自動車販売業 ㈱フォードフジ

医薬品化粧品等小売業 ㈱メディコ・二十一、㈲ドラッグストアメディコ

小売周辺事業部門 食品製造・加工販売業 ㈱セトスイ・フードサービス

前払式特定取引業 ㈱フジ友の会

青果卸売業 大東青果㈱

総合卸売業 ㈱アスティ

飲食業 ㈱フジファミリーフーズ

その他事業部門 一般旅行業 ㈱フジ・トラベル・サービス

自動車賃貸業 ㈱オリックスレンタカー四国

運送代理店業 ㈱ワールド・エア・システム

保険代理業 ㈱リブライト

情報処理業 ㈱エムツーシステムズ

不動産賃貸業 ㈱アクトピア企画、㈱西南企画

警備保障業 ㈱フジセキュリティ

介護サービス業 ㈱ユーミーケア

清掃業 ㈱ＦＮクリーン

純粋持株会社 ㈱Ｆ＆Ａアクアホールディングス
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事業の系統図は、次のとおりです。 
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当社は、創業以来、「豊かなくらしづくりをめざす」「地域社会の発展に貢献することをめざす」

「人々を大切にする企業をめざす」という経営理念を掲げ、地域の生活者に密着した小売業の構築を図

ってまいりました。この経営理念は、小売業を通じた「豊かなくらしづくりの提案」、「雇用の創出や

地域行事への参加などの社会的な役割の拡充」、「生活者、取引先、従業者等、当社グループを取り巻

く人々との連携」、「株主への安定的な利益還元」等として具現化してまいりました。 

また、当社グループとしては、フジグループ全体の呼称を「フジカンパニーズ」とし、中四国屈指の

「豊かさ創造グループ」(競争力のあるフジカンパニーズづくり)を目指して、フジカンパニーズの有す

る経営資源(人、設備、資金、情報等)を有効活用し、地域に密着した確固たるドミナントエリアの構築

に取り組んでいます。 

  

当社グループは、「中四国流通ネットワーク構想」のもと、当社の小売事業を核に、立地特性に応じ

たＳＣの開発や商業集積の在り方の追求に取り組んでまいりました。 

ＳＣ開発では、広域商圏(７万～10万人)を対象としたコミュニティＳＣの「フジグラン」と、近隣商

圏(２万～３万人)の生活者を対象にした近隣購買型ＳＣの「パルティ・フジ」を、また、スーパー・ス

ーパーマーケットの「ヴェスタ」、小商圏を対象としたカジュアルファッションストア「ピーエフ」の

店舗開発に力を注いでいます。 

また一方では、中四国エリアを営業基盤とする企業グループとして、ＳＣを構成する各店舗の強化に

取り組むため、地場商品や地域密着の商品開発をはじめ、物流機能の充実など効率化を図り、中四国地

域の生活者から信頼され、支持される「フジカンパニーズ」づくりに取り組んでいます。 

  

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略
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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８月31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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 9,926 13,130 10,880

 ２ 受取手形 
   及び売掛金

※４ 1,354 1,506 1,347

 ３ 営業貸付金 8,920 7,752 8,308

 ４ たな卸資産 17,569 17,369 17,616

 ５ 繰延税金資産 713 1,152 623

 ６ その他 2,085 2,000 8,360

   貸倒引当金 △583 △529 △559

   流動資産合計 39,987 23.0 42,381 24.4 46,576 26.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物
※１ 
※２

50,463 49,079 48,746

  (2) 土地 ※２ 29,520 28,311 28,232

  (3) 建設仮勘定 589 288 809

  (4) その他 ※１ 5,679 86,253 5,357 83,036 5,011 82,799

 ２ 無形固定資産 5,614 5,816 5,705

 ３ 投資その他の資産

  (1) 差入保証金 13,037 13,926 13,029

  (2) 建設協力金 ※２ 11,885 12,176 11,401

  (3) 繰延税金資産 412 769 816

  (4) その他 16,962 15,521 15,839

    貸倒引当金 △48 42,250 △50 42,343 △50 41,035

   固定資産合計 134,118 77.0 131,196 75.6 129,541 73.6

   資産合計 174,105 100.0 173,577 100.0 176,117 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年８月31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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 
   及び買掛金

※２ 
※４

24,884 25,696 22,211

 ２ 短期借入金 ※２ 13,269 14,084 11,420

 ３ １年内に償還する 
   転換社債型新株 
   予約権付社債

7,901 ― ―

 ４ 未払法人税等 645 225 844

 ５ 賞与引当金 1,387 1,432 1,110

 ６ 商品券回収損 
   引当金

― 50 ―

 ７ その他 ※４ 9,006 10,172 12,601

   流動負債合計 57,095 32.8 51,660 29.8 48,188 27.4

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 45,820 49,481 54,541

 ２ 退職給付引当金 1,018 1,093 1,061

 ３ 役員退職慰労 
   引当金

87 130 110

 ４ 利息返還損失 
   引当金

236 490 360

 ５ 預り保証金 13,073 14,845 14,230

 ６ その他 1,818 1,425 1,788

   固定負債合計 62,055 35.7 67,466 38.9 72,092 40.9

   負債合計 119,151 68.5 119,126 68.7 120,281 68.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 15,519 8.9 15,921 9.2 15,921 9.1

 ２ 資本剰余金 15,855 9.1 16,257 9.3 16,257 9.2

 ３ 利益剰余金 22,590 13.0 22,189 12.8 23,634 13.4

 ４ 自己株式 △5 △0.0 △21 △0.0 △10 △0.0

   株主資本合計 53,960 31.0 54,346 31.3 55,802 31.7

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

993 0.5 103 0.0 33 0.0

   評価・換算 
   差額等合計

993 0.5 103 0.0 33 0.0

   純資産合計 54,953 31.5 54,450 31.3 55,835 31.7

   負債純資産合計 174,105 100.0 173,577 100.0 176,117 100.0
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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３月１日
至 平成19年８月31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３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 153,701 100.0 158,037 100.0 304,987 100.0

Ⅱ 売上原価 116,123 75.5 119,964 75.9 229,803 75.3

   売上総利益 37,578 24.5 38,072 24.1 75,183 24.7

Ⅲ その他の営業収入

 １ 不動産賃貸収入 2,431 2,853 4,919

 ２ その他の営業収入 5,900 8,331 5.4 5,425 8,279 5.2 11,511 16,430 5.4

   営業総利益 45,909 29.9 46,351 29.3 91,614 30.1

Ⅳ 販売費及び 
  一般管理費

 １ 広告装飾費 2,754 2,585 5,280

 ２ 貸倒引当金繰入額 275 190 559

 ３ 利息返還損失 
   引当金繰入額

161 383 360

 ４ 従業員給与手当 12,772 12,902 25,338

 ５ 従業員賞与 585 599 2,677

 ６ 賞与引当金繰入額 1,387 1,432 1,110

 ７ 退職給付費用 341 457 660

 ８ 役員退職慰労 
   引当金繰入額

22 32 45

 ９ 借地借家料 6,457 6,994 12,903

 10 水道光熱費 3,786 4,275 7,522

 11 事業税等 139 138 289

 12 減価償却費 2,368 2,513 4,953

 13 その他 13,079 44,133 28.7 13,893 46,398 29.3 25,395 87,097 28.6

   営業利益または 
   営業損失(△)

1,775 1.2 △46 △0.0 4,517 1.5

Ⅴ 営業外収益

 １ 受取利息 228 215 454

 ２ 受取配当金 137 111 220

 ３ 未請求ポイント券 
   受入額

― ― 141

 ４ テナント解約金 
   受入額

121 20 169

 ５ 補助金収入 ― 157 ―

 ６ その他 285 772 0.5 280 784 0.5 461 1,448 0.4

Ⅵ 営業外費用

 １ 支払利息 666 675 1,286

 ２ 商品券回収損 
   引当金繰入額

― 32 ―

 ３ その他 123 790 0.5 97 804 0.5 82 1,368 0.4

   経常利益または 
   経常損失(△)

1,758 1.2 △67 △0.0 4,596 1.5
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前中間連結会計期間

(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３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅶ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※１ 1 1 1

 ２ 投資有価証券 
   売却益

― 3 33

 ３ 役員退職給与 
   引当金取崩額

24 25 0.0 ― 4 0.0 24 59 0.0

Ⅷ 特別損失

 １ 固定資産除売却損 ※２ 140 104 314

 ２ 減損損失 ※３ 61 852 253

 ３ 貸倒引当金繰入額 10 ― 11

 ４ 利息返還損失 
   引当金繰入額

215 ― 215

 ５ 投資有価証券 
   評価損

3 208 8

 ６ 商品券回収損 
   引当金繰入額

― 48 ―

 ７ 建設協力金解約 
   及び変更損

111 0 132

 ８ 差入保証金 
   解約損失

― 96 10

 ９ フランチャイズ 
   契約解約損

7 550 0.4 ― 1,311 0.8 7 954 0.3

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益 
   または税金等調整 
   前中間純損失(△)

1,233 0.8 △1,373 △0.8 3,701 1.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

※４ 596 △369 1,458

   法人税等調整額 ※４ ― 596 0.4 ― △369 △0.2 300 1,758 0.6

   中間(当期) 
   純利益または 
   中間純損失(△)

637 0.4 △1,003 △0.6 1,942 0.6
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

 
  

 
  

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

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２月28日残高(百万円) 15,510 15,846 22,215 △7 53,564

中間連結会計期間中の変動額

 新株予約権の権利行使による 
 新株の発行

8 9 18

 剰余金の配当 △261 △261

 中間純利益 637 637

 自己株式の取得 △4 △4

 自己株式の処分 △0 7 7

 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 
(百万円)

8 9 375 2 395

平成19年８月31日残高(百万円) 15,519 15,855 22,590 △5 53,960

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高(百万円) 1,981 1,981 55,545

中間連結会計期間中の変動額

 新株予約権の権利行使による 
 新株の発行

18

 剰余金の配当 △261

 中間純利益 637

 自己株式の取得 △4

 自己株式の処分 7

 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)

△987 △987 △987

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円）

△987 △987 △592

平成19年８月31日残高(百万円) 993 993 54,953
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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(百万円) 15,921 16,257 23,634 △10 55,802

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △441 △441

 中間純損失 △1,003 △1,003

 自己株式の取得 △11 △11

 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 
(百万円)

― ― △1,444 △11 △1,455

平成20年８月31日残高(百万円) 15,921 16,257 22,189 △21 54,346

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

平成20年２月29日残高(百万円) 33 33 55,835

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △441

 中間純損失 △1,003

 自己株式の取得 △11

 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)

70 70 70

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円）

70 70 △1,385

平成20年８月31日残高(百万円) 103 103 54,450
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前連結会計年度(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２月28日残高(百万円) 15,510 15,846 22,215 △7 53,564

連結会計年度中の変動額

 新株予約権の権利行使による 
 新株の発行

410 410 821

 剰余金の配当 △523 △523

 当期純利益 1,942 1,942

 自己株式の取得 △11 △11

 自己株式の処分 △0 9 9

 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 
(百万円)

410 410 1,419 △2 2,238

平成20年２月29日残高(百万円) 15,921 16,257 23,634 △10 55,802

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高(百万円) 1,981 1,981 55,545

連結会計年度中の変動額

 新株予約権の権利行使による 
 新株の発行

821

 剰余金の配当 △523

 当期純利益 1,942

 自己株式の取得 △11

 自己株式の処分 9

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△1,948 △1,948 △1,948

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円）

△1,948 △1,948 289

平成20年２月29日残高(百万円) 33 33 55,835
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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３月１日
至 平成19年８月31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３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期) 
   純利益または税金等調整前 
      中間純損失(△)

1,233 △1,373 3,701

 ２ 減価償却費 2,368 2,513 4,953

 ３ 長期前払費用償却費 130 123 254

 ４ 減損損失 61 852 253

 ５ 貸倒引当金の減少額 △33 △29 △55

 ６ 賞与引当金の増加額 
   または減少額(△)

265 321 △11

 ７ 役員賞与引当金の減少額 △12 ― △12

 ８ 退職給付引当金の増加額 33 32 76

 ９ 前払年金費用の増加額 △135 △33 △271

 10 役員退職慰労引当金の増加額 
   または減少額(△)

△87 19 △64

 11 利息返還損失引当金の増加額 236 129 360

 12 商品券回収損引当金の増加額 ― 50 ―

 13 受取利息及び受取配当金 △365 △326 △675

 14 支払利息 666 675 1,286

 15 固定資産売却益 △1 △1 △1

 16 投資有価証券売却益 ― △3 △33

 17 固定資産除売却損 140 104 314

 18 投資有価証券評価損 3 208 8

 19 建設協力金解約及び変更損 111 0 132

 20 フランチャイズ契約解約損 7 ― 7

 21 差入保証金解約損 ― 96 10

 22 売上債権の増加額 △190 △159 △182

 23 営業貸付金の減少額 439 555 1,052

 24 たな卸資産の減少額 1,116 247 1,068

 25 その他営業資産の 
   増加額(△)または減少額

40 6,413 △6,080

 26 仕入債務の増加額 
   または減少額(△)

2,532 3,485 △141

 27 未払消費税等の減少額 △229 △164 △130

 28 その他営業負債の増加額 
   または減少額(△)

973 △3,236 5,068

 29 その他固定負債の減少額 △508 △494 △573

    小計 8,797 10,007 10,316

 30 利息及び配当金の受取額 225 193 345

 31 利息の支払額 △643 △580 △1,230

 32 法人税等支払額 △967 △766 △1,637

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

7,412 8,854 7,794
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前中間連結会計期間
(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３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金の払戻しによる収入 
   (純額)

5 30 5

 ２ 投資有価証券の取得 
   による支出

△2 △2 △605

 ３ 投資有価証券の 
   売却による収入

0 ― 62

 ４ 貸付けによる支出 △289 △212 △439

 ５ 貸付金の回収による収入 118 143 167

 ６ 長期前払費用に係る支出 △12 △49 △14

 ７ その他の投資に係る支出 △794 △2,652 △1,061

 ８ その他の投資に係る収入 1,150 1,834 3,317

 ９ 有形・無形固定資産の
   取得による支出

△3,454 △2,820 △5,702

 10 有形・無形固定資産の
   売却による収入

382 2 2,438

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△2,896 △3,725 △1,832

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 2,037 2,264 1,988

 ２ 短期借入金の返済による支出 △2,995 △1,252 △4,940

 ３ 長期借入れによる収入 200 900 14,000

 ４ 長期借入金の返済による支出 △4,614 △4,309 △9,548

 ５ 転換社債型新株予約券付 
   社債の償還による支出

― ― △7,096

 ６ 自己株式の取得による支出 △4 △11 △11

 ７ 配当金の支払額 △261 △441 △523

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△5,638 △2,848 △6,131

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
  または減少額(△)

△1,122 2,279 △169

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 10,999 10,830 10,999

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

9,876 13,110 10,830
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
(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３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  ４社

   株式会社セトスイ・フードサ

ービス

   株式会社メディコ・二十一

   株式会社西南企画

   株式会社フジファミリーフー

ズ

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数  ４社

   株式会社セトスイ・フードサ

ービス

   株式会社メディコ・二十一

   株式会社西南企画

   株式会社フジファミリーフー

ズ

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数  ４社

   株式会社セトスイ・フードサ

ービス

   株式会社メディコ・二十一

   株式会社西南企画

   株式会社フジファミリーフー

ズ

 (2) 主要な非連結子会社名

   株式会社フォードフジ

   株式会社エムツーシステムズ

   (連結の範囲から除いた理由)

    非連結子会社９社は、いず

れも小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、中間純損

益及び利益剰余金(持分に見

合う額)等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため、連結の

範囲に含めていません。

 (2) 主要な非連結子会社名

   株式会社フォードフジ

   株式会社エムツーシステムズ

   (連結の範囲から除いた理由)

    非連結子会社11社は、いず

れも小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、中間純損

益及び利益剰余金(持分に見

合う額)等は、いずれも中間

連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため、連結の

範囲に含めていません。

 (2) 主要な非連結子会社名

   株式会社フォードフジ

   株式会社エムツーシステムズ

   (連結の範囲から除いた理由)

    非連結子会社11社は、いず

れも小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、当期純損

益及び利益剰余金(持分に見

合う額)等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないため、連結の範囲

に含めていません。

２ 持分法の適用に関する事項

  持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち、主要な会

社等の名称

  株式会社フォードフジ

  株式会社エムツーシステムズ

  (持分法を適用しない理由)

   持分法非適用会社は、それぞ

れ中間純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないた

め、これらの会社に対する投資

については、持分法を適用せず

原価法により評価しています。

２ 持分法の適用に関する事項

  持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち、主要な会

社等の名称

  株式会社フォードフジ

  株式会社エムツーシステムズ

  (持分法を適用しない理由)

   持分法非適用会社は、それぞ

れ中間純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないた

め、これらの会社に対する投資

については、持分法を適用せず

原価法により評価しています。

２ 持分法の適用に関する事項

  持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち、主要な会

社等の名称

  株式会社フォードフジ

  株式会社エムツーシステムズ

  (持分法を適用しない理由)

   持分法非適用会社は、それぞ

れ当期純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないた

め、これらの会社に対する投資

については、持分法を適用せず

原価法により評価しています。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

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います。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  同左

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

  連結子会社の事業年度末日は、

連結決算日と一致しています。
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前中間連結会計期間
(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３月１日
至 平成20年２月29日)

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い

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

      同左

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

      決算末日の市場価格等

に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定しています。)

     時価のないもの

      移動平均法に基づく原

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

     一般商品

      売価還元平均原価法に

基づく原価法

     自社加工商品

      個別法に基づく原価法

     生鮮商品

      終仕入原価法に基づ

く低価法

  ② たな卸資産 

   イ 商品 

     同左

  ② たな卸資産 

  イ 商品 

    同左

   ロ 貯蔵品

     終仕入原価法に基づく

原価法

   ロ 貯蔵品 

     同左

   ロ 貯蔵品 

     同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産

    定率法によっています。た

だし、建物(建物附属設備を

除く)については、定額法に

よっています。なお、株式会

社西南企画は、建物(建物附

属設備を除く)以外の有形固

定資産についても定額法によ

っています。

    採用している主な耐用年数

は以下のとおりです。

     建物   ３～47年

     その他  ３～20年

    また、取得価額が10万円以

上20万円未満の減価償却資産

については、３年間で均等償

却をしています。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産

    定率法によっています。た

だし、建物(建物附属設備を

除く)については、定額法に

よっています。なお、株式会

社西南企画は、建物(建物附

属設備を除く)以外の有形固

定資産についても定額法によ

っています。 

 採用している主な耐用年数

は以下のとおりです。

     建物   ３～47年 

     その他  ３～20年

    また、取得価額が10万円以

上20万円未満の減価償却資産

については、３年間で均等償

却をしています。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産

    定率法によっています。た

だし、建物(建物附属設備を

除く)については、定額法に

よっています。なお、株式会

社西南企画は、建物(建物附

属設備を除く)以外の有形固

定資産についても定額法によ

っています。 

 採用している主な耐用年数

は以下のとおりです。

     建物   ３～47年 

     その他  ３～20年

    また、取得価額が10万円以

上20万円未満の減価償却資産

については、３年間で均等償

却をしています。 
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前中間連結会計期間
(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３月１日
至 平成20年２月29日)

  （前中間連結会計期間との会計

処理の首尾一貫性について）

    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

ては、改正後の法人税法に基

づく償却方法に変更していま

す。

    当該処理の変更が前下期に

行われたため、中間・年度の

首尾一貫性が保持されていま

せん。これはシステム対応作

業が前下期に完了したことに

よるものです。従って、前中

間連結会計期間は従来の方法

により減価償却費を計上して

おりますが、変更後の方法に

よった場合に比べ、前中間連

結会計期間の営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純

利益が20百万円それぞれ多く

計上されています。

   （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

ては、改正後の法人税法に基

づく償却方法に変更していま

す。 

 これにより、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期

純利益が93百万円それぞれ減

少しています。 

 なお、当該処理の変更が下

期に行われたため、中間・年

度の首尾一貫性が保持されて

いません。これはシステム対

応作業が当下期に完了したこ

とによるものです。従って、

当中間連結会計期間は従来の

方法により減価償却費を計上

しておりますが、変更後の方

法によった場合に比べ、当中

間連結会計期間の営業利益、

経常利益及び税金等調整前中

間純利益が20百万円それぞれ

多く計上されています。

   （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、当中間連結会計期間か

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。

    これにより、営業損失、経

常損失及び税金等調整前中間

純損失が69百万円それぞれ増

加しています。
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前中間連結会計期間
(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３月１日
至 平成20年２月29日)

  ② 無形固定資産

    定額法によっています。

    なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づ

く定額法によっています。

  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、ま

た、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

を計上しています。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

    同左

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

    同左

  ② 賞与引当金

    従業員に対する賞与の支払

いに備えるため、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いま

す。

  ② 賞与引当金 

    同左

  ② 賞与引当金

    従業員に対する賞与の支払

いに備えるため、将来の支給

見込額のうち当連結会計年度

の負担額を計上しています。

  ③    ―――   ③    ―――   ③ 役員賞与引当金

    役員に対する賞与の支払い

に備えるため、将来の支給見

込額のうち当連結会計年度の

負担額を計上しています。

    なお、当連結会計年度は計

上していません。

  ④    ―――   ④ 商品券回収損引当金

    提出会社が発行している商

品券の未回収分について、一

定期間経過後に収益計上した

ものに対する将来の回収によ

り発生する損失に備えるた

め、将来の回収見込額を計上

しています。

  ④    ―――

㈱フジ（8278）　平成21年２月期　中間決算短信

－22－



前中間連結会計期間
(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３月１日
至 平成20年２月29日)

   （追加情報）

    提出会社は、発行した商品

券について一定期間経過後負

債計上を中止し収益に計上し

ていましたが、「租税特別措

置法上の準備金及び特別法上

の引当金又は準備金並びに役

員退職慰労引当金等に関する

監査上の取扱い」(日本公認

会計士協会 平成19年４月13

日 監査・保証実務委員会報

告第42号)の公表に伴い、収

益計上後の回収により発生す

る損失に備えるため、商品券

回収損引当金を計上していま

す。

    これにより、期首時点で計

上すべき過年度の引当金繰入

相当額48百万円を特別損失と

して計上しています。

    この結果、従来と同一の会

計処理によった場合と比べ、

経常損失が１百万円増加し、

税金等調整前中間純損失が50

百万円増加しています。

  ⑤ 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき当中間連

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

しています。

    過去勤務債務については、

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)に従い、定額法により

損益処理しています。

    数理計算上の差異について

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)に従い、定額法に

よりそれぞれ発生の翌連結会

計年度から損益処理していま

す。

  ⑤ 退職給付引当金

    同左

  ⑤ 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

います。

    過去勤務債務については、

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)に従い、定額法により

損益処理しています。

    数理計算上の差異について

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)に従い、定額法に

よりそれぞれ発生の翌連結会

計年度から損益処理していま

す。
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前中間連結会計期間
(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３月１日
至 平成20年２月29日)

  ⑥ 役員退職慰労引当金

    役員に対する退職慰労金の

支払いに備えるため、支給内

規に基づく中間連結会計期間

末要支給額の全額を計上して

います。

  ⑥ 役員退職慰労引当金

    役員に対する退職慰労金の

支払いに備えるため、支給内

規に基づく中間連結会計期間

末要支給額の全額を計上して

います。

  ⑥ 役員退職慰労引当金

    役員に対する退職慰労金の

支払いに備えるため、支給内

規に基づく連結会計年度末要

支給額の全額を計上していま

す。

    (表示方法の変更)

    前中間連結会計期間におい

て「役員退職給与引当金」と

表示していましたが、当中間

連結会計期間より「役員退職

慰労引当金」に表示を変更し

ています。

  ⑦ 利息返還損失引当金

    将来の利息返還の請求に備

えるため、過去の返還実績等

を勘案した必要額を計上して

います。

  (追加情報）

    当中間連結会計期間より、

「消費者金融会社等の利息返

還請求による損失に係る引当

金の計上に関する監査上の取

扱い」(日本公認会計士協会 

平成18年10月13日 業種別委

員会報告第37号)に従い損失

見込額を営業費用に計上して

います。 

 期首時点における当該報告

書に基づく引当金計上額と、

前連結会計年度末の貸倒引当

金に含めておりました利息返

還損失引当金相当額20百万円

との差額215百万円は特別損

失に計上しています。 

 なお、従来と同一の会計処

理によった場合と比べ、営業

利益、経常利益がそれぞれ１

百万円減少し、税金等調整前

中間純利益が217百万円減少

しています。

  ⑦ 利息返還損失引当金  

    将来の利息返還の請求に備

えるため、過去の返還実績等

を勘案した必要額を計上して

います。

  

    

  ⑦ 利息返還損失引当金

    将来の利息返還の請求に備

えるため、過去の返還実績等

を勘案した必要額を計上して

います。

  (追加情報）

    当連結会計年度より、「消

費者金融会社等の利息返還請

求による損失に係る引当金の

計上に関する監査上の取扱

い」(日本公認会計士協会

平成18年10月13日 業種別委

員会報告第37号)に従い損失

見込額を営業費用に計上して

います。 

 期首時点における当該報告

に基づく引当金計上額と、前

連結会計年度末の貸倒引当金

に含めておりました利息返還

損失引当金相当額20百万円と

の差額215百万円は特別損失

に計上しています。 

 なお、従来と同一の会計処

理によった場合と比べ、営業

利益、経常利益がそれぞれ54

百万円減少し、税金等調整前

当期純利益が270百万円減少

しています。

 (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

っています。

 (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
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前中間連結会計期間
(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３月１日
至 平成20年２月29日)

 (5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

   消費税等の処理方法

   消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっていま

す。

 (5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

   消費税等の処理方法

   同左

 (5) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

   消費税等の処理方法

   同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３か月以内に満期日の到来

する流動性の高い、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短

期的な投資としています。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

  同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

  同左
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(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31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３月１日
至 平成20年２月29日)

――― ―――

 

―――

(表示方法の変更)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

 (中間連結損益計算書) 

 前中間連結会計期間において営業外収益の「その

他」に含めて表示していました「テナント解約金受入

額」につきましては、営業外収益の総額の100分の10超

となっため、当中間連結会計期間より区分掲記してい

ます。 

 なお、前中間連結会計期間の「テナント解約金受入

額」の金額は54百万円です。

 ―――
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(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(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８月31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

63,678百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

65,438百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

63,755百万円

 

※２ このうち、債務の担保に供し

ている資産は、次のとおりで

す。

(差入資産の種類)

定期預金 20百万円

建物 19,110百万円

土地 16,558百万円

建設協力金 197百万円

計 35,886百万円

(被担保債務の種類)

買掛金 3百万円

長期借入金 44,767百万円

(１年内に返済する長期借入金を含む。)

短期借入金 997百万円

計 45,768百万円

 

※２ このうち、債務の担保に供し

ている資産は、次のとおりで

す。

(差入資産の種類)

定期預金 20百万円

建物 17,977百万円

土地 14,274百万円

建設協力金 98百万円

計 32,370百万円

(被担保債務の種類)

買掛金 2百万円

長期借入金 42,776百万円

(１年内に返済する長期借入金を含む。)

短期借入金 1,169百万円

計 43,948百万円

 

 

※２ このうち、債務の担保に供し

ている資産は、次のとおりで

す。

(差入資産の種類)

定期預金 20百万円

建物 18,425百万円

土地 14,811百万円

建設協力金 197百万円

計 33,454百万円

(被担保債務の種類)

買掛金 4百万円

長期借入金 46,749百万円

(１年内に返済する長期借入金を含む。)

計 46,753百万円

   上記のうち、中間連結財務諸

表提出会社の食品センター所属

の建物529百万円、土地206百万

円を組入れ工場財団を組成し、

長期借入金2,257百万円の担保

に供しています。

      

 ３ 偶発債務

   連結会社以外の会社の銀行借

入金等に対する保証債務は、次

のとおりです。

 (1) 銀行借入金に対する保証債務

㈱アクトピア 
企画

147百万円

 ３ 偶発債務

   連結会社以外の会社の銀行借

入金等に対する保証債務は、次

のとおりです。

 (1) 銀行借入金に対する保証債務

㈱アクトピア
企画

130百万円

 ３ 偶発債務

   連結会社以外の会社の銀行借

入金等に対する保証債務は、次

のとおりです。

 (1) 銀行借入金に対する保証債務

㈱アクトピア 
企画

139百万円

 (2) 商品購入代金に対する保証債

務

大東青果㈱ 0百万円

㈱フジ・トラベル 
・サービス

99百万円

㈱フォードフジ 12百万円

計 112百万円
 

 (2) 商品購入代金に対する保証債

務

㈱フジ・トラベル
・サービス

140百万円

㈱フォードフジ 22百万円

計 163百万円
 

 (2) 商品購入代金に対する保証債

務

㈱フジ・トラベル 
・サービス

94百万円

㈱フォードフジ 46百万円

計 141百万円
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前中間連結会計期間末
(平成19年８月31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)

――― ※４ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理してい

ます。

   なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれています。

受取手形 1百万円

支払手形 113百万円

設備関係支払手形 33百万円

―――
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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３月１日
至 平成19年８月31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３月１日
至 平成20年２月29日)

※１ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりです。

建物 1百万円

その他 0百万円

計 1百万円

※１ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりです。

建物 1百万円

その他 0百万円

計 1百万円

※１ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりです。

土地 1百万円

器具及び備品 0百万円

計 1百万円

 

※２ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりです。

建物除売却損 65百万円

器具及び 
備品他除売却損

33百万円

建物他撤去費用 41百万円

計 140百万円
 

※２ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりです。

建物除売却損 30百万円

器具及び
備品他除売却損

25百万円

建物他撤去費用 48百万円

計 104百万円

※２ 固定資産除売却損の内訳は次

のとおりです。

土地売却損 0百万円

建物除売却損 121百万円

器具及び 
備品他除売却損

68百万円

建物他撤去費用 124百万円

計 314百万円
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前中間連結会計期間
(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３月１日
至 平成20年２月29日)

 

※３ 減損損失

   当社グループは、キャッシ

ュ・イン・フローが相互補完的

である一定の地域の店舗グルー

プを 小単位としてグルーピン

グしています。

   営業活動から生じるキャッシ

ュ・フローが、継続してマイナ

スとなっている店舗グループに

係る資産を回収可能価額まで減

額し、その減少額を減損損失

(建物20百万円、長期前払費用

34百万円、リース資産３百万

円、その他３百万円)として特

別損失に計上しています。

(単位：百万円)

用途 場所 種類
減損 

損失

店舗

 ㈱フジ 

 美祢店 

(山口県美祢市)

長期前 
払費用

34

 ㈱メディコ・ 

 二十一 

 安芸店 

(広島県安芸郡) 

 他１件

建物 
他

10

 ㈱フジファミ  

 リーフーズ 

 めんた松末 

(愛媛県松山市) 

 他１件

建物 
他

16

合計 ― ― 61

   なお、店舗グループの資産回

収可能価額は使用価値により測

定し、将来キャッシュ・フロー

を3.95％で割り引いて算定して

います。
 

※３ 減損損失

   当社グループは、キャッシ

ュ・イン・フローが相互補完的

である一定の地域の店舗グルー

プを 小単位としてグルーピン

グしています。

   営業活動から生じるキャッシ

ュ・フローが、継続してマイナ

スとなっている店舗グループに

係る資産を回収可能価額まで減

額し、その減少額を減損損失

(土地325百万円、建物389百万

円、長期前払費用５百万円、リ

ース資産84百万円、その他46百

万円)として特別損失に計上し

ています。

(単位：百万円)

用途 場所 種類
減損 

損失

店舗

 ㈱フジ 

 フジグラン 

 丸亀中府 

(香川県丸亀市) 

 他１件

建物 
他

361

 ㈱メディコ・ 

 二十一 

 東石井店 

(愛媛県松山市) 

 他12件

建物 
他

157

 ㈱フジファミ 

 リーフーズ 

 フードコート 

 丸亀中府 

(香川県丸亀市)

建物 
他

6

物流 

センター

 旧四国物流 

 センター 

(愛媛県伊予郡)

土地 325

合計 ― ― 852

   なお、旧四国物流センターに

ついては売却予定価額に基づく

正味売却価額を資産回収可能価

額とし、その他については、将

来キャッシュ・フローを3.82％

で割り引いて算定した使用価値

を資産回収可能価額としていま

す。

 

※３ 減損損失

   当社グループは、キャッシ

ュ・イン・フローが相互補完的

である一定の地域の店舗グルー

プを 小単位としてグルーピン

グしています。 

 営業活動から生じるキャッシ

ュ・フローが、継続してマイナ

スとなっている店舗グループに

係る資産を回収可能価額まで減

額し、その減少額を減損損失

(土地192百万円、建物20百万

円、長期前払費用34百万円、リ

ース資産３百万円、その他３百

万円)として特別損失に計上し

ています。

(単位：百万円)

用途 場所 種類
減損 

損失

店舗

 ㈱フジ 

 三島店 

(愛媛県 

 四国中央市) 

 他１件

土地 
長期前 
払費用

226

 ㈱メディコ・ 

 二十一 

 安芸店 

(広島県安芸郡) 

 他１件

建物 
他

10

 ㈱フジファミ 

 リーフーズ 

 めんた松末 

(愛媛県松山市) 

 他１件

建物 
他

16

合計 ― ― 253

   なお、㈱フジ三島店について

は売却予定価額に基づく正味売

却価額を資産回収可能価額と

し、その他については、将来キ

ャッシュ・フローを3.95％で割

り引いて算定した使用価値を資

産回収可能価額としています。

※４ 当中間連結会計期間における

税金費用については、簡便法に

より計算しているため、「法人

税等調整額」は「法人税、住民

税及び事業税」に含めて表示し

ています。

※４ 同左  ―――
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
(注) 株式数の増加は、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使に伴う新株の発行によるものです。 

  

  

 
(注) １ 株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものです。 

２ 株式数の減少は、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使に伴う移転によるものです。 

  

  

 
(注) １  目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載していま

す。 

２ 目的となる株式の数の減少は、新株予約権の権利行使によるものです。 

  

  

 
  

  

 
  

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 34,865,711 9,533 ― 34,875,244

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 4,176 2,489 3,705 2,960

３ 新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
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 
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

第２回無担保転換社債型 
新株予約権付社債

普通株式 4,192,854 ― 13,225 4,179,629 7,901

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
(百万円)

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 261 7.5 平成19年２月28日 平成19年５月25日

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

となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年10月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 261 7.5 平成19年８月31日 平成19年11月15日
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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) 

  

 
  

  

 
(注) 株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものです。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 
  

  

 
  

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 35,300,560 ― ― 35,300,560

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 5,625 6,218 ― 11,843

３ 新株予約権に関する事項

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
(百万円)

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 441 12.5 平成20年２月29日 平成20年５月23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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年10月14日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 352 10 平成20年８月31日 平成20年11月14日
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前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 
(注) 株式数の増加は、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使に伴う新株の発行によるものです。 

  

  

 
(注) １ 株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものです。 

２ 株式数の減少は、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使に伴う移転によるものです。 

  

  

 
(注) １  目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載していま

す。 

２ 目的となる株式の数の減少の内訳は次のとおりです。 

  新株予約権の権利行使                      439,070株 

  第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の満期償還による消滅  3,753,784株 

  

  

 
  

  

  

 
  

   １ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 34,865,711 434,849 ― 35,300,560

   ２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,176 6,213 4,764 5,625

   ３ 新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳
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
年度末残高 
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

第２回無担保転換社債型 
新株予約権付社債

普通株式 4,192,854 ― 4,192,854 ― ―

   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
(百万円)

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 261 7.5 平成19年２月28日 平成19年５月25日

平成19年10月15日 
取締役会

普通株式 261 7.5 平成19年８月31日 平成19年11月15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
(百万円)

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 441 12.5 平成20年２月29日 平成20年５月23日
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(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３月１日
至 平成19年８月31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

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 9,926百万円

預入れ期間が 
３か月を超える 
定期預金

△50百万円

現金及び 
現金同等物

9,876百万円

 

 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掲記され

ている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 13,130百万円

預入れ期間が
３か月を超える 
定期預金

△20百万円

現金及び
現金同等物

13,110百万円

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金及び預金勘定 10,880百万円

預入れ期間が 
３か月を超える 
定期預金

△50百万円

現金及び
現金同等物

10,830百万円
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

事業の種類として「小売及び小売周辺事業」及び「その他事業」に区分していますが、全セグメントの

営業収益の合計及び営業利益の合計額に占める「小売及び小売周辺事業」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います。 

  

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) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、当社グループが採用している集計区分によっています。 

２ 各事業の主要な内容は次のとおりです。 

(1) 小売及び小売周辺事業・・・総合小売業、医薬品化粧品等小売業、食品製造・加工販売業、飲食業 

(2) その他事業・・・・・・・・不動産賃貸業 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(185百万円)の主なものは、親会社本社の

総務部門等管理部門に係る費用です。 

  

前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

事業の種類として「小売及び小売周辺事業」及び「その他事業」に区分していますが、全セグメントの

営業収益の合計及び営業利益の合計額に占める「小売及び小売周辺事業」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います。 

  

前中間連結会計期間(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３月１日 至 平成20年２月29

日) 

連結会社はすべて国内に存在しており、在外支店も存在しないため、該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間(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３月１日 至 平成20年２月29

日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

小売及び小売 
周辺事業部門
(百万円)

その他

(百万円)

計

(百万円)

消去または 
全社

(百万円)

連結

(百万円)

営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

166,280 35 166,316 ― 166,316

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

148 543 691 (691) ―

計 166,428 579 167,008 (691) 166,316

営業費用 166,467 408 166,875 (513) 166,362

営業利益または営業損失(△) △38 171 132 (178) △46

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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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３月１日
至 平成19年８月31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３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

建物 
  

(百万円)

器具及び 
備品等
(百万円)

合計 
  

(百万円)

取得価額 
相当額

5,228 9,774 15,003

減価償却 
累計額 
相当額

206 5,737 5,944

減損損失
累計額
相当額

― 71 71

中間期末
残高
相当額

5,021 3,965 8,987

 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

建物
  

(百万円)

器具及び
備品等 
(百万円)

合計
  

(百万円)

取得価額
相当額

5,263 8,680 13,943

減価償却
累計額 
相当額

470 4,639 5,109

減損損失
累計額
相当額

― 119 119

中間期末
残高
相当額

4,793 3,921 8,714
 

 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
  

建物 
  

(百万円)

機械装置 
及び 

運搬具 
(百万円)

器具及び 
備品 

  
(百万円)

  
合計 

  
(百万円)

取得価額
相当額

5,228 75 9,139 14,443

減価償却
累計額 
相当額

337 35 5,461 5,834

減損損失
累計額 
相当額

― ― 61 61

期末残高
相当額

4,890 39 3,616 8,547

   なお、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」により算定してい

ます。

   なお、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」により算定してい

ます。

   なお、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」により算定しています。

 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

(1) 未経過リース料中間期末残

高相当額

１年以内 1,826百万円

１年超 7,160百万円

合計 8,987百万円

 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

(1) 未経過リース料中間期末残

高相当額

１年以内 1,745百万円

１年超 6,968百万円

合計 8,714百万円

 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

(1) 未経過リース料期末残高相

当額

１年以内 1,709百万円

１年超 6,837百万円

合計 8,547百万円

(2) リース資産減損勘定中間期

末残高

22百万円

(2) リース資産減損勘定中間期

末残高

90百万円

(2) リース資産減損勘定期末残

高

12百万円

   なお、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」により算定しています。

   なお、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」により算定しています。

   なお、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

しています。
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前中間連結会計期間
(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３月１日
至 平成20年２月29日)

 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 1,070百万円

リース資産 
減損勘定の 
取崩額

14百万円

減価償却費 
相当額

1,056百万円

減損損失 3百万円

 ③ 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額及び減損損失

支払リース料 1,267百万円

リース資産
減損勘定の 
取崩額

6百万円

減価償却費
相当額

1,260百万円

減損損失 84百万円

 ③ 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額及び減損損失

支払リース料 2,098百万円

リース資産 
減損勘定の 
取崩額

24百万円

減価償却費 
相当額

2,073百万円

減損損失 3百万円

 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

っています。

 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

っています。

 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

っています。

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 1,742百万円

１年超 6,511百万円

合計 8,253百万円

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 2,788百万円

１年超 14,457百万円

合計 17,246百万円

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 1,744百万円

１年超 5,645百万円

合計 7,389百万円
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(注) 減損処理にあたっては、中間決算末日における時価が取得原価に比べ50％を超えて下落した場合には減損処理

を行い、下落率が30～50％の場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこ

ととしています。 

なお、当中間連結会計期間においては、減損処理をすべきものはありません。 

  

  

 
(注) 当中間連結会計期間において、３百万円の減損処理を行っています。 

  

  

 
(注) 減損処理にあたっては、中間決算末日における時価が取得原価に比べ50％を超えて下落した場合には減損処理

を行い、下落率が30～50％の場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこ

ととしています。 

なお、当中間連結会計期間において、208百万円の減損処理を行なっております。 

  

  

 
  

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(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
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

株式 7,242 8,910 1,668

２ 時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

非上場株式 438

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
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

株式 7,623 7,834 210

２ 時価のない有価証券の主な内容及び中間連結貸借対照表計上額

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

非上場株式 409
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(注) 減損処理に当たっては、決算末日における時価が取得原価に比べ50％を超えて下落した場合には減損処理を行

い、下落率が30～50％の場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うことと

しています。 

なお、当連結会計年度において４百万円の減損処理を行っています。 

  

  

 
(注) 当連結会計年度において、３百万円の減損処理を行っています。 

  

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
(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

株式 7,829 7,923 94

２ 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

非上場株式 410
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中間連結財務諸表提出会社は、一部の輸入取引につき、為替相場の変動リスクをヘッジし、当該取引

に係る円貨額を確定するため、先物為替予約取引を行うこととしています。 

 また、外貨建社債の元本償還、利払い及び保証料の支払いに係る為替相場の変動リスクをヘッジする

目的で、通貨スワップ取引及び先物為替予約取引を行うこととしています。 

 なお、当中間連結会計期間においてデリバティブ取引は行っていません。 

  

中間連結財務諸表提出会社は、一部の輸入取引につき、為替相場の変動リスクをヘッジし、当該取引

に係る円貨額を確定するため、先物為替予約取引を行うこととしています。 

 また、外貨建社債の元本償還、利払い及び保証料の支払いに係る為替相場の変動リスクをヘッジする

目的で、通貨スワップ取引及び先物為替予約取引を行うこととしています。 

 なお、当中間連結会計期間においてデリバティブ取引は行っていません。 

  

  

 
  

デリバティブ取引の当連結会計年度(平成19年３月１日から平成20年２月29日まで)の期末残高はあ

りません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成19年８月31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 取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

(1) 取引の内容及び利用目的等

  連結会社は、一部の輸入取引につき、為替相場の変動リスクをヘッジし、当該

取引に係る円貨額を確定するため、先物為替予約取引を行うこととしています。 

 また、外貨建社債の元本償還、利払及び保証料の支払に係る為替相場の変動リ

スクをヘッジする目的で、通貨スワップ取引及び先物為替予約取引を行うことと

しています。 

 なお、当連結会計年度においてデリバティブ取引は行っていません。

(2) 取引に対する取組方針

  連結会社のデリバティブ取引は、外貨建取引の為替相場の変動リスクをヘッジ

するためのものであるため、外貨建債権債務の範囲内で行うこととし、投機目的

のためのデリバティブ取引は行わない方針です。

(3) 取引に係るリスクの内容

  通貨スワップ取引及び先物為替予約取引は、為替相場の変動による市場リスク

を有しています。なお、連結会社のデリバティブ取引の契約先は、信用度の高い

国内の銀行であるため、相手先の契約不履行による信用リスクは、ほとんどない

と考えています。

(4) 取引に係るリスク管理体制

  連結会社において、社債の発行、多額の借入金等は、取締役会の決議事項であ

り、それにともなう通貨スワップ取引や先物為替予約取引等の契約の締結は、同

時に取締役会で決定されます。

  なお、デリバティブ取引の実行及び管理は、財務部が行っています。

２ 取引の時価等に関する事項

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前中間連結会計期間
(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３月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり純資産額 1,575.86円 １株当たり純資産額 1,542.99円 １株当たり純資産額 1,581.97円

１株当たり中間純利益 18.27円 １株当たり中間純損失 28.43円 １株当たり当期純利益 55.71円

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

16.37円

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益については、１株当たり中
間純損失であり潜在株式も存在しな
いため記載していません。  

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

50.19円

項目
前中間連結会計期間末
(平成19年８月31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)

中間連結貸借対照表の 
純資産の部の合計額

54,953百万円 54,450百万円 55,835百万円

普通株式に係る純資産額 54,953百万円 54,450百万円 55,835百万円

差額の主な内訳 ― ― ―

普通株式の発行済株式数 34,875千株 35,300千株 35,300千株

普通株式の自己株式数 2千株 11千株 5千株

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数

34,872千株 35,288千株 35,294千株

項目
前中間連結会計期間

(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３月１日
至 平成20年２月29日)

中間連結損益計算書上の 
中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

637百万円 △1,003百万円 1,942百万円

普通株式に係る中間(当期) 
純利益又は中間純損失(△)

637百万円 △1,003百万円 1,942百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式の期中平均株式数 34,866千株 35,292千株 34,869千株

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
られた中間(当期)純利益調整
額の主要な内訳

支払利息 
(税額相当額控除後)

2百万円 ― 4百万円

利払事務手数料 
(税額相当額控除後)

0百万円 ― 0百万円

償還事務手数料 
(税額相当額控除後)

― ― 12百万円

中間(当期)純利益調整額 2百万円 ― 17百万円

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

転換社債型新株予約権付 
社債

4,188千株 ― 4,174千株

普通株式増加数 4,188千株 ― 4,174千株

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

― ― ―
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(重要な後発事象)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31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３月１日
至 平成20年２月29日)

該当事項はありません。 同左  当社、株式会社メディコ・二十一

(連結子会社。以下「メディコ・二

十一」という。)及び株式会社レデ

イ薬局(以下「レデイ薬局」とい

う。)は、平成20年５月12日開催の

各社取締役会において、平成20年９

月１日を株式交換効力発生日とし

て、レデイ薬局を完全親会社、メデ

ィコ・二十一を完全子会社とする株

式交換を行うことを決議し、レデイ

薬局とメディコ・二十一は株式交換

契約を締結しました。 

 株式の交換比率は、メディコ・二

十一の株式１株に対して、レデイ薬

局の株式1.4株であり、株式交換に

より、株式交換効力発生日をもっ

て、当社はレデイ薬局の普通株式

5,600株を新たに取得することにな

り、既に保有している1,795株と合

わせて7,395株となります。これに

より当社が保有するレデイ薬局の普

通株式数の発行済株式総数(21,259

株)に対する割合は、34.78％とな

り、レデイ薬局は当社の持分法適用

会社となります。 

 子会社が行う企業再編の概要

１ 子会社を含む結合当事企業の名

称及び事業の内容 

 結合企業

名称    株式会社レデイ薬

局

事業の内容 医薬品化粧品等小

売業

 被結合企業

名称    株式会社メディコ 

・二十一

事業の内容 医薬品化粧品等小

売業

２ 企業結合を行う主な理由

 両社の持つ店舗網により磐石な地

域ドミナントを形成し、中四国地域

での圧倒的なシェア・知名度を十分

発揮することにより、顧客基盤の確

立を図ることが可能となります。ま

た、両社の持つ様々なノウハウを共

有することにより経営効率を高め、

企業価値を向上させることで揺るぎ

ない経営基盤を確立するためです。

３ 企業結合日

 平成20年９月１日

４ 企業結合の法的形式

 株式交換
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(注) １ 上記金額には、消費税等を含めていません。 

 ２ 上記金額には、事業部門間の取引を消去しています。 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等を含めていません。 

  

 
(注) １ 上記金額には、消費税等を含めていません。 

 ２ 上記金額には、事業部門間の取引を消去しています。 

(売上及び仕入の状況)

１ 事業部門別売上高

事業部門別

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)

金額(百万円) 前年同期比(％)

小売事業部門 152,647 102.9

小売周辺事業部門 5,389 100.2

合計 158,037 102.8

２ 商品部門別売上高

商品部門別

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)

金額(百万円) 前年同期比(％)

食料品 62,257 102.2

衣料品 20,621 95.2

日用雑貨品その他 26,339 96.6

医薬品 4,415 99.3

外食 5,152 100.5

テナント 39,250 114.2

合計 158,037 102.8

３ 事業部門別仕入高

事業部門別

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)

金額(百万円) 前年同期比(％)

小売事業部門 113,313 104.0

小売周辺事業部門 6,407 104.2

合計 119,720 104.0
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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)

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 9,064 12,177 10,121

 ２ 受取手形 ※４ 67 17 89

 ３ 売掛金 1,069 1,249 1,057

 ４ 営業貸付金 8,920 7,752 8,308

 ５ たな卸資産 13,473 13,283 13,662

 ６ 繰延税金資産 643 1,097 569

 ７ その他 1,958 1,818 8,221

   貸倒引当金 △583 △529 △559

   流動資産合計 34,614 21.2 36,866 22.8 41,470 25.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物
※１ 
※２

43,179 41,554 41,530

  (2) 土地 ※２ 27,804 26,595 26,516

  (3) 建設仮勘定 581 269 624

  (4) その他 ※１ 4,913 4,602 4,319

      計 76,478 73,022 72,991

 ２ 無形固定資産 5,365 5,550 5,464

 ３ 投資その他の 
      資産

  (1) 差入保証金 13,055 13,706 12,953

  (2) 建設協力金 ※２ 16,006 16,112 15,426

  (3) 長期前払費用 5,073 4,622 4,708

  (4) 繰延税金資産 204 586 631

  (5) その他 12,371 11,426 11,615

    貸倒引当金 △48 △50 △50

      計 46,662 46,403 45,284

   固定資産合計 128,506 78.8 124,975 77.2 123,740 74.9

   資産合計 163,120 100.0 161,842 100.0 165,211 100.0
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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)

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)
Ⅰ 流動負債
 １ 支払手形 587 610 711
 ２ 買掛金 ※２ 20,324 20,887 17,905
 ３ 短期借入金 ※２ 11,557 12,977 9,829

 ４ １年内に償還する 
   転換社債型新株 
   予約権付社債

7,901 ― ―

 ５ 未払法人税等 515 144 759
 ６ 賞与引当金 1,170 1,200 930
 ７ 商品券回収損 
      引当金

― 50 ―

 ８ その他 8,209 9,111 11,778
   流動負債合計 50,265 30.8 44,981 27.8 41,915 25.4
Ⅱ 固定負債
 １ 長期借入金 ※２ 43,948 46,650 52,258
 ２ 長期未払金 1,297 888 1,290
 ３ 長期前受収益 337 344 333
 ４ 退職給付引当金 911 982 950

 ５ 役員退職慰労 
   引当金

59 102 75

 ６ 利息返還損失 
   引当金

236 490 360

 ７ 預り保証金 12,982 14,758 14,105

 ８ リース資産 
   減損勘定

19 32 10

   固定負債合計 59,792 36.7 64,247 39.7 69,385 42.0
   負債合計 110,058 67.5 109,229 67.5 111,300 67.4

(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
 １ 資本金 15,519 9.5 15,921 9.8 15,921 9.6
 ２ 資本剰余金
   資本準備金 15,855 16,257 16,257
   資本剰余金合計 15,855 9.7 16,257 10.1 16,257 9.9
 ３ 利益剰余金
  (1) 利益準備金 633 633 633

  (2) その他利益 
    剰余金

    特別償却積立金 153 150 150

    固定資産圧縮 
    積立金

335 324 324

    別途積立金 18,600 19,700 18,600
    繰越利益剰余金 953 △514 1,939
   利益剰余金合計 20,674 12.7 20,293 12.5 21,646 13.1
 ４ 自己株式 △5 △0.0 △21 △0.0 △10 △0.0
   株主資本合計 52,044 31.9 52,450 32.4 53,814 32.6
Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

1,017 162 95

   評価・換算 
   差額等合計

1,017 0.6 162 0.1 95 0.0

   純資産合計 53,062 32.5 52,612 32.5 53,910 32.6
   負債純資産合計 163,120 100.0 161,842 100.0 165,211 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成19年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(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 146,103 100.0 149,317 100.0 289,862 100.0

Ⅱ 売上原価 115,016 78.7 118,073 79.1 227,519 78.5

   売上総利益 31,087 21.3 31,243 20.9 62,342 21.5

Ⅲ その他の営業収入 8,497 5.8 8,458 5.7 16,766 5.8

   営業総利益 39,585 27.1 39,702 26.6 79,108 27.3

Ⅳ 販売費及び 
  一般管理費

※１ 38,139 26.1 39,990 26.8 75,166 25.9

   営業利益または 
   営業損失(△)

1,445 1.0 △288 △0.2 3,942 1.4

Ⅴ 営業外収益 ※２ 767 0.5 792 0.5 1,439 0.5

Ⅵ 営業外費用 ※３ 744 0.5 754 0.5 1,277 0.5

   経常利益または 
   経常損失(△)

1,468 1.0 △249 △0.2 4,104 1.4

Ⅶ 特別利益 ※４ 1 0.0 4 0.0 35 0.0

Ⅷ 特別損失
※５ 
※６

510 0.4 1,119 0.7 882 0.3

   税引前中間(当期) 
   純利益または 
   税引前中間 
   純損失(△)

959 0.6 △1,364 △0.9 3,257 1.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

※７ 464 △452 1,256

   法人税等調整額 ※７ ― 464 0.3 ― △452 △0.3 273 1,529 0.5

   中間(当期) 
   純利益または 
   中間純損失(△)

494 0.3 △912 △0.6 1,728 0.6
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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) 

 
  

 
  

(3) 中間株主資本等変動計算書

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 

合計特別償却
積立金

固定資産 
圧縮積立金

別 途
積立金

繰越利益 
剰余金

平成19年２月28日残高 
(百万円)

15,510 15,846 15,846 633 153 335 17,400 1,920 20,441 △7 51,791

中間会計期間中の 
変動額

 新株予約権の権利行使 
 による新株の発行

8 9 9 18

 剰余金の配当 △261 △261 △261

 中間純利益 494 494 494

 自己株式の取得 △4 △4

 自己株式の処分 △0 △0 7 7

 別途積立金の積立 1,200 △1,200 ― ―

 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(百万円)

8 9 9 1,200 △967 232 2 253

平成19年８月31日残高 
(百万円)

15,519 15,855 15,855 633 153 335 18,600 953 20,674 △5 52,044

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年２月28日残高 
(百万円)

1,968 1,968 53,760

中間会計期間中の 
変動額

 新株予約権の権利行使 
 による新株の発行

18

 剰余金の配当 △261

 中間純利益 494

 自己株式の取得 △4

 自己株式の処分 7

 別途積立金の積立 ―

 株主資本以外の 
 項目の中間会計期間 
 中の変動額(純額)

△951 △951 △951

中間会計期間中の 
変動額合計(百万円)

△951 △951 △697

平成19年８月31日残高 
(百万円)

1,017 1,017 53,062
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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 

合計特別償却
積立金

固定資産 
圧縮積立金

別 途
積立金

繰越利益 
剰余金

平成20年２月29日残高 
(百万円)

15,921 16,257 16,257 633 150 324 18,600 1,939 21,646 △10 53,814

中間会計期間中の 
変動額

 剰余金の配当 △441 △441 △441

 中間純損失 △912 △912 △912

 自己株式の取得 △11 △11

 別途積立金の積立 1,100 △1,100 ― ―

 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(百万円)

― ― ― ― ― ― 1,100 △2,453 △1,353 △11 △1,364

平成20年８月31日残高 
(百万円)

15,921 16,257 16,257 633 150 324 19,700 △514 20,293 △21 52,450

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成20年２月29日残高 
(百万円)

95 95 53,910

中間会計期間中の 
変動額

 剰余金の配当 △441

 中間純損失 △912

 自己株式の取得 △11

 別途積立金の積立 ―

 株主資本以外の 
 項目の中間会計期間 
 中の変動額(純額)

66 66 66

中間会計期間中の 
変動額合計(百万円)

66 66 △1,297

平成20年８月31日残高 
(百万円)

162 162 52,612
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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 

合計特別償却
積立金

固定資産
圧縮積立金

別途
積立金

繰越利益 
剰余金

平成19年２月28日残高 
(百万円)

15,510 15,846 15,846 633 153 335 17,400 1,920 20,441 △7 51,791

事業年度中の変動額

 新株予約権の権利行使 
 による新株の発行

410 410 410 821

 剰余金の配当 △523 △523 △523

 当期純利益 1,728 1,728 1,728

 自己株式の取得 △11 △11

 自己株式の処分 △0 △0 9 9

 特別償却積立金の 
 積立

36 △36 ― ―

 特別償却積立金の 
 取崩

△38 38 ― ―

 固定資産圧縮 
 積立金の取崩

△11 11 ― ―

 別途積立金の積立 1,200 △1,200 ― ―

 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(百万円)

410 410 410 ― △2 △11 1,200 19 1,205 △2 2,023

平成20年２月29日残高 
(百万円)

15,921 16,257 16,257 633 150 324 18,600 1,939 21,646 △10 53,814

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年２月28日残高 
(百万円)

1,968 1,968 53,760

事業年度中の変動額

 新株予約権の権利行使 
 による新株の発行

821

 剰余金の配当 △523

 当期純利益 1,728

 自己株式の取得 △11

 自己株式の処分 9

 特別償却積立金の 
 積立

―

 特別償却積立金の 
 取崩

―

 固定資産圧縮 
 積立金の取崩

―

 別途積立金の積立 ―

 株主資本以外の 
 項目の事業年度中 
 の変動額(純額)

△1,873 △1,873 △1,873

事業年度中の 
変動額合計(百万円)

△1,873 △1,873 150

平成20年２月29日残高 
(百万円)

95 95 53,910
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(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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) 有価証券

  ① 子会社株式及び関連会社株

式

    移動平均法に基づく原価法

  ② その他有価証券

   イ 時価のあるもの

     中間決算末日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算定

しています。)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ① 子会社株式及び関連会社株

式

    同左

  ② その他有価証券

   イ 時価のあるもの

     同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ① 子会社株式及び関連会社株

式

    同左

  ② その他有価証券

   イ 時価のあるもの

     決算末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定して

います。)

   ロ 時価のないもの

     移動平均法に基づく原価

法

 

   ロ 時価のないもの 

     同左 

 

   ロ 時価のないもの 

     同左 

 

 (2) たな卸資産

  ① 商品

   イ 一般商品

     売価還元平均原価法に基

づく原価法

 (2) たな卸資産 

  ① 商品 

   イ 一般商品 

     同左

 (2) たな卸資産 

  ① 商品 

   イ 一般商品 

     同左

   ロ 自社加工商品 

     個別法に基づく原価法

   ロ 自社加工商品 

     同左

   ロ 自社加工商品 

     同左

   ハ 生鮮商品

     終仕入原価法に基づく

低価法

   ハ 生鮮商品 

     同左

   ハ 生鮮商品 

     同左

  ② 貯蔵品

    終仕入原価法に基づく原

価法

  ② 貯蔵品 

    同左

  ② 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

   定率法によっています。ただ

し、建物(建物附属設備を除く)

については、定額法によってい

ます。

   採用している主な耐用年数は

以下のとおりです。

     建物   ３～47年

     その他  ３～20年

   また、取得価額が10万円以上

20万円未満の減価償却資産につ

いては、３年間で均等償却をし

ています。

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

   定率法によっています。ただ

し、建物(建物附属設備を除く)

については、定額法によってい

ます。 

 採用している主な耐用年数は

以下のとおりです。

     建物   ３～47年 

     その他  ３～20年

   また、取得価額が10万円以上

20万円未満の減価償却資産につ

いては、３年間で均等償却をし

ています。

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産

   定率法によっています。ただ

し、建物(建物附属設備を除く)

については、定額法によってい

ます。 

 採用している主な耐用年数は

以下のとおりです。

     建物   ３～47年 

     その他  ３～20年

   また、取得価額が10万円以上

20万円未満の減価償却資産につ

いては、３年間で均等償却をし

ています。
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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)

（前中間会計期間との会計処理

の首尾一貫性について）

   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

定資産については、改正後の法

人税法に基づく償却方法に変更

しています。

   当該処理の変更が前下期に行

われたため、中間・年度の首尾

一貫性が保持されていません。

これはシステム対応作業が前下

期に完了したことによるもので

す。従って、前中間会計期間は

従来の方法により減価償却費を

計上しておりますが、変更後の

方法によった場合に比べ、前中

間会計期間の営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益が17百

万円それぞれ多く計上されてい

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

定資産については、改正後の法

人税法に基づく償却方法に変更

しています

   これにより、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が83

百万円それぞれ減少していま

す。

   なお、当該処理の変更が下期

に行われたため、中間・年度の

首尾一貫性が保持されていませ

ん。これはシステム対応作業が

当下期に完了したことによるも

のです。従って、当中間会計期

間は従来の方法により減価償却

費を計上しておりますが、変更

後の方法によった場合に比べ、

当中間会計期間の営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が

17百万円それぞれ多く計上され

ています。

（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。

    これにより、営業損失、経常

損失及び税引前当期純損失が57

百万円それぞれ増加していま

す。

 (2) 無形固定資産

   定額法によっています。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額

法によっています。

 (2) 無形固定資産 

   同左

 (2) 無形固定資産 

   同左
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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、また、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いま

す。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   同左

 (2) 賞与引当金

   従業員に対する賞与の支払い

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

額を計上しています。

 (2) 賞与引当金 

   同左

 (2) 賞与引当金

   従業員に対する賞与の支払い

に備えるため、将来の支給見込

額のうち当期の負担額を計上し

ています。

 (3)    ―――  (3)    ―――  (3) 役員賞与引当金

   役員に対する賞与の支払いに

備えるため、将来の支給見込額

のうち当事業年度の負担額を計

上することとしています。 

 なお、当事業年度は計上して

いません。

 (4)    ―――  (4) 商品券回収損引当金

   当社が発行している商品券の

未回収分について、一定期間経

過後に収益計上したものに対す

る将来の回収により発生する損

失に備えるため、将来の回収見

込額を計上しています。

（追加情報）

当社は、発行した商品券につ

いて一定期間経過後負債計上を

中止し収益に計上していました

が、「租税特別措置法上の準備

金及び特別法上の引当金又は準

備金並びに役員退職慰労引当金

等に関する監査上の取扱い」

(日本公認会計士協会 平成19

年４月13日 監査・保証実務委

員会報告第42号)の公表に伴

い、収益計上後の回収により発

生する損失に備えるため、商品

券回収損引当金を計上していま

す。

これにより、期首時点で計上

すべき過年度の引当金繰入相当

額48百万円を特別損失として計

上しています。

この結果、従来と同一の会計

処理によった場合と比べ、経常

損失が１百万円増加し、税引前

中間純損失が50百万円増加して

います。

 (4)    ―――
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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) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しています。 

 過去勤務債務については、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)

に従い、定額法により損益処理

しています。  

 数理計算上の差異について

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)に従い、定額法によりそ

れぞれ発生の翌期から損益処理

しています。

 (5) 退職給付引当金

   同左

 (5) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しています。 

 過去勤務債務については、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)

に従い、定額法により損益処理

しています。 

 数理計算上の差異について

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)に従い、定額法によりそ

れぞれ発生の翌期から損益処理

しています。

 (6) 役員退職慰労引当金

   役員に対する退職慰労金の支

払いに備えるため、支給内規に

基づく中間期末要支給額の全額

を計上しています。

 (6) 役員退職慰労引当金

   役員に対する退職慰労金の支

払いに備えるため、支給内規に

基づく中間期末要支給額の全額

を計上しています。

 (6) 役員退職慰労引当金

   役員に対する退職慰労金の支

払いに備えるため、支給内規に

基づく事業年度末要支給額の全

額を引当てることとしていま

す。

（表示方法の変更）

    前中間会計期間において「役

員退職給与引当金」と表示して

いましたが、当中間会計期間よ

り「役員退職慰労引当金」に表

示を変更しています。
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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)

 (7) 利息返還損失引当金

   将来の利息返還の請求に備え

るため、過去の返還実績等を勘

案した必要額を計上していま

す。

 (7) 利息返還損失引当金

   将来の利息返還の請求に備え

るため、過去の返還実績等を勘

案した必要額を計上していま

す。

 (7) 利息返還損失引当金

   将来の利息返還の請求に備え

るため、過去の返還実績等を勘

案した必要額を計上していま

す。

 (追加情報）

当中間会計期間より、「消費

者金融会社等の利息返還請求に

よる損失に係る引当金の計上に

関する監査上の取扱い」(日本

公認会計士協会 平成18年10月

13日 業種別委員会報告第37

号)に従い損失見込額を営業費

用に計上しています。 

 期首時点における当該報告書

に基づく引当金計上額と、前事

業年度末の貸倒引当金に含めて

おりました利息返還損失引当金

相当額20百万円との差額215百

万円は特別損失に計上していま

す。 

 なお、従来と同一の会計処理

によった場合と比べ、営業利

益、経常利益がそれぞれ１百万

円減少し、税引前中間純利益が

217百万円減少しています。

   (追加情報）

当事業年度より、「消費者金

融会社等の利息返還請求による

損失に係る引当金の計上に関す

る監査上の取扱い」(日本公認

会計士協会 平成18年10月13日

業種別委員会報告第37号)に従

い損失見込額を営業費用に計上

しています。 

 期首時点における当該報告に

基づく引当金計上額と、前事業

年度末の貸倒引当金に含めてお

りました利息返還損失引当金相

当額20百万円との差額215百万

円は特別損失に計上していま

す。 

 なお、従来と同一の会計処理

によった場合と比べ、営業利

益、経常利益がそれぞれ54百万

円減少し、税引前当期純利益が

270百万円減少しています。

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いま

す。

４ リース取引の処理方法

  同左

４ リース取引の処理方法

  同左

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の処理方法

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっています。

  なお、中間貸借対照表において

は、仮払消費税等及び仮受消費税

等を相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に325百万円を含めて表示

しています。

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の処理方法

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっています。

  なお、中間貸借対照表において

は、仮払消費税等及び仮受消費税

等を相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に239百万円を含めて表示

しています。

５ その他財務諸表作成のための重

要な事項

  消費税等の処理方法

  消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっています。
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(5) 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

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)

――― ―――

 

―――
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(6) 中間個別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

55,533百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

56,754百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

55,353百万円

 

※２ このうち、債務の担保に供し

ている資産は、次のとおりで

す。

   (差入資産の種類)

定期預金 20百万円

建物 15,490百万円

土地 15,339百万円

建設協力金 4,030百万円

計 34,880百万円

   (被担保債務の種類)

買掛金 3百万円

長期借入金 44,328百万円

(１年内に返済する長期借入金を含む。)

短期借入金 997百万円

計 45,328百万円

 

※２ このうち、債務の担保に供し

ている資産は、次のとおりで

す。

   (差入資産の種類)

定期預金 20百万円

建物 14,538百万円

土地 13,056百万円

建設協力金 3,827百万円

計 31,442百万円

   (被担保債務の種類)

買掛金 2百万円

長期借入金 42,635百万円

(１年内に返済する長期借入金を含む。)

短期借入金 1,169百万円

計 43,807百万円

 

 

※２ このうち、債務の担保に供し

ている資産は、次のとおりで

す。

   (差入資産の種類)

定期預金 20百万円

建物 14,898百万円

土地 13,592百万円

建設協力金 4,030百万円

計 32,541百万円

   (被担保債務の種類)

買掛金 4百万円

長期借入金 46,469百万円

(１年内に返済する長期借入金を含む。)

計 46,473百万円

   上記のうち、食品センター所

属の建物529百万円、土地206百

万円を組入れ工場財団を組成

し、長期借入金2,257百万円の

担保に供しています。

      

 ３ 偶発債務

 下記会社の銀行借入金等に対する

保証債務は、次のとおりです。

(1) 銀行借入金に対する保証債務

㈱アクトピア企画 147百万円

㈱西南企画 247百万円

計 394百万円

 ３ 偶発債務

 下記会社の銀行借入金等に対する

保証債務は、次のとおりです。

(1) 銀行借入金に対する保証債務

㈱アクトピア企画 130百万円

㈱西南企画 46百万円

計 176百万円

 ３ 偶発債務

 下記会社の銀行借入金等に対する

保証債務は、次のとおりです。

(1) 銀行借入金に対する保証債務

㈱アクトピア企画 139百万円

㈱西南企画 149百万円

計 288百万円

(2) 商品購入代金に対する保証債務

大東青果㈱ 0百万円

㈱フジ・トラベル 
・サービス

99百万円

㈱フォードフジ 12百万円

計 112百万円
 

(2) 商品購入代金に対する保証債務

㈱フジ・トラベル
・サービス

140百万円

㈱フォードフジ 22百万円

計 163百万円
 

(2) 商品購入代金に対する保証債務

㈱フジ・トラベル 
・サービス

94百万円

㈱フォードフジ 46百万円

計 141百万円

(3) リース契約に対する保証債務

㈱メディコ・ 
二十一

70百万円

(3) リース契約に対する保証債務

㈱メディコ・
二十一

61百万円

(3) リース契約に対する保証債務

㈱メディコ・ 
二十一

66百万円
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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)

――― ※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理していま

す。

   なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れています。

受取手形 1百万円

―――
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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 減価償却実施額

有形固定資産 1,942百万円

無形固定資産 114百万円

計 2,056百万円

※１ 減価償却実施額

有形固定資産 2,028百万円

無形固定資産 134百万円

計 2,163百万円

※１ 減価償却実施額

有形固定資産 4,075百万円

無形固定資産 230百万円

計 4,305百万円

※２ 営業外収益のうち、主なもの

は、次のとおりです。

受取利息 272百万円

※２ 営業外収益のうち、主なもの

は、次のとおりです。

受取利息 255百万円

※２ 営業外収益のうち、主なもの

は、次のとおりです。

受取利息 543百万円

※３ 営業外費用のうち、主なもの

は、次のとおりです。

支払利息 625百万円

社債利息 3百万円
 

※３ 営業外費用のうち、主なもの

は、次のとおりです。

支払利息 632百万円

※３ 営業外費用のうち、主なもの

は、次のとおりです。

支払利息 1,202百万円

社債利息 7百万円

 

※４ 特別利益の内訳は、次のとお

りです。

土地売却益 1百万円

※４ 特別利益の内訳は、次のとお

りです。

建物売却益 1百万円

投資有価証券

売却益
3百万円

計 4百万円

※４ 特別利益の内訳は、次のとお

りです。

土地売却益 1百万円

投資有価証券 

売却益
33百万円

計 35百万円

 

※５ 特別損失の内訳は、次のとお

りです。

建物除売却損 61百万円

器具及び 
備品他除売却損

30百万円

建物他撤去費用 35百万円

減損損失 34百万円

貸倒引当金 
繰入額

10百万円

利息返還損失 
引当金繰入額

215百万円

投資有価証券 
評価損

3百万円

建設協力金 
変更損

111百万円

フランチャイズ 
契約解約損

7百万円

計 510百万円

 

※５ 特別損失の内訳は、次のとお

りです。

建物除売却損 18百万円

器具及び
備品他除売却損

23百万円

建物他撤去費用 34百万円

減損損失 687百万円

商品券回収損
引当金繰入額

48百万円

投資有価証券
評価損

208百万円

建設協力金
変更損

0百万円

差入保証金
解約損

96百万円

計 1,119百万円

※５ 特別損失の内訳は、次のとお

りです。

土地売却損 0百万円

建物除売却損 97百万円

器具及び 
備品他除売却損

63百万円

建物他撤去費用 108百万円

減損損失 226百万円

貸倒引当金 
繰入額

11百万円

利息返還損失 
引当金繰入額

215百万円

投資有価証券 
評価損

8百万円

建設協力金 
解約及び変更損

132百万円

差入保証金 
解約損

10百万円

フランチャイズ
契約解約損

7百万円

計 882百万円
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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)

 

※６ 減損損失

   当社は、キャッシュ・イン・

フローが相互補完的である一定

の地域の店舗グループを 小単

位としてグルーピングしていま

す。

   営業活動から生じるキャッシ

ュ・フローが、継続してマイナ

スとなっている店舗グループに

係る資産を回収可能価額まで減

額し、その減少額を減損損失

(長期前払費用34百万円)として

特別損失に計上しています。

(単位：百万円)

用途 場所 種類
減損 

損失

店舗
 美祢店 

(山口県美祢市)

長期前 

払費用
34

   なお、店舗グループの資産回

収可能価額は使用価値により測

定し、将来キャッシュ・フロー

を3.95％で割り引いて算定して

います。

  

※６ 減損損失

   当社は、キャッシュ・イン・

フローが相互補完的である一定

の地域の店舗グループを 小単

位としてグルーピングしていま

す。

   営業活動から生じるキャッシ

ュ・フローが、継続してマイナ

スとなっている店舗グループに

係る資産を回収可能価額まで減

額し、その減少額を減損損失

(土地325百万円、建物313百

円、その他48百万円)として特

別損失に計上しています。

(単位：百万円)

用途 場所 種類
減損 

損失

店舗

 フジグラン 

 丸亀中府 

(香川県丸亀市) 

他１件

建物 

他
361

物流 

センター

 旧四国物流 

 センター 

(愛媛県伊予郡)

土地 325

合計  ― ― 687

   なお、旧四国物流センターに

ついては売却予定価額に基づく

正味売却価額を資産回収可能価

額とし、その他については、将

来キャッシュ・フローを3.82％

で割り引いて算定した使用価値

を資産回収可能価額としていま

す。

 

※６ 減損損失

   当社は、キャッシュ・イン・

フローが相互補完的である一定

の地域の店舗グループを 小単

位としてグルーピングしていま

す。 

 営業活動から生じるキャッシ

ュ・フローが、継続してマイナ

スとなっている店舗グループに

係る資産を回収可能価額まで減

額し、その減少額を減損損失

(土地192百万円、長期前払費用

34百万円)として特別損失に計

上しています。

(単位：百万円)

用途 場所 種類
減損 

損失

店舗

 三島店 

(愛媛県四国 

 中央市) 

 他１件

土地 

長期前 

払費用

226

   なお、三島店については売却

予定価額に基づく正味売却価額

を資産回収可能価額とし、その

他については、将来キャッシ

ュ・フローを3.95％で割り引い

て算定した使用価値を資産回収

可能価額としています。

 

※７ 当中間会計期間における税金

費用については、簡便法により

計算しているため、「法人税等

調整額」は「法人税、住民税及

び事業税」に含めて表示してい

ます。

※７ 同左 ―――
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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) 

  

 
(注) １ 株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものです。 

２ 株式数の減少は、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使に伴う移転によるものです。 

  

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) 

  

 
(注) 株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものです。 

  

前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 
(注) １ 株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものです。 

２ 株式数の減少は、転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使に伴う移転によるものです。 

  

(中間株主資本等変動計算書関係)

 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) 4,176 2,489 3,705 2,960

 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) 5,625 6,218 ― 11,843

 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 当事業年度末

普通株式(株) 4,176 6,213 4,764 5,625
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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)

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

建物 
  

(百万円)

器具及び 
備品等 
(百万円)

合計 
  

(百万円)

取得価額 
相当額

5,228 8,016 13,244

減価償却 
累計額 
相当額

206 4,799 5,005

減損損失
累計額
相当額

― 62 62

中間期末
残高
相当額

5,021 3,154 8,175

  

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

建物
  

(百万円)

器具及び
備品等 
(百万円)

合計
  

(百万円)

取得価額
相当額

5,263 6,764 12,027

減価償却
累計額 
相当額

470 3,751 4,221

減損損失
累計額
相当額

― 58 58

中間期末
残高
相当額

4,793 2,954 7,747

 

 

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
  

建物 
  

(百万円)

機械装置 
及び 

運搬具 
(百万円)

器具及び 
備品 

  
(百万円)

  
合計 

  
(百万円)

取得価額
相当額

5,228 75 7,436 12,740

減価償却
累計額 
相当額

337 35 4,605 4,978

減損損失
累計額 
相当額

― ― 60 60

期末残高
相当額

4,890 39 2,770 7,701

 

   なお、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」により算定してい

ます。

   なお、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」により算定してい

ます。

   なお、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」により算定しています。

 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

(1) 未経過リース料中間期末残

高相当額

１年以内 1,528百万円

１年超 6,646百万円

合計 8,175百万円

 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

(1) 未経過リース料中間期末残

高相当額

１年以内 1,428百万円

１年超 6,318百万円

合計 7,747百万円

 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

(1) 未経過リース料期末残高相

当額

１年以内 1,404百万円

１年超 6,296百万円

合計 7,701百万円

(2) リース資産減損勘定中間期

末残高

19百万円

(2) リース資産減損勘定中間期

末残高

32百万円

(2) リース資産減損勘定期末残

高

10百万円

   なお、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」により算定しています。

   なお、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」により算定しています。

   なお、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

しています。
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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 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額及び減価償却費

相当額

支払リース料 898百万円

リース資産 
減損勘定の 
取崩額

11百万円

減価償却費 
相当額

887百万円

 ③ 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相

当額及び減損損失

支払リース料 1,076百万円

リース資産
減損勘定の 
取崩額

5百万円

減価償却費
相当額

1,071百万円

減損損失 26百万円
 

 ③ 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額及び減価償却費

相当額

支払リース料 1,753百万円

リース資産 
減損勘定の 
取崩額

19百万円

減価償却費 
相当額

1,733百万円

 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

っています。

 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

っています。

 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

っています。

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 1,660百万円

１年超 5,956百万円

合計 7,616百万円

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 2,717百万円

１年超 14,013百万円

合計 16,730百万円

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 1,662百万円

１年超 5,131百万円

合計 6,794百万円
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時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。 

  

時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。 

  

時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。 

  

該当事項はありません。 

(有価証券関係)

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)

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益又は中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

(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 1,521.62円 １株当たり純資産額 1,490.92円 １株当たり純資産額 1,527.43円

１株当たり中間純利益 14.17円 １株当たり中間純損失 25.84円 １株当たり当期純利益 49.55円

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

12.71円

なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益については、１株当たり中
間純損失であり潜在株式も存在しな
いため記載していません。  

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

44.69円

項目
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)

中間貸借対照表の 
純資産の部の合計額

53,062百万円 52,612百万円 53,910百万円

普通株式に係る純資産額 53,062百万円 52,612百万円 53,910百万円

差額の主な内訳 ― ― ―

普通株式の発行済株式数 34,875千株 35,300千株 35,300千株

普通株式の自己株式数 2千株 11千株 5千株

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数

34,872千株 35,288千株 35,294千株

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)

中間損益計算書上の
中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△)

494百万円 △912百万円 1,728百万円

普通株式に係る中間(当期) 
純利益又は中間純損失(△)

494百万円 △912百万円 1,728百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ― ―

普通株式の期中平均株式数 34,866千株 35,292千株 34,869千株

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
られた中間(当期)純利益調整
額の主要な内訳

支払利息 
(税額相当額控除後)

2百万円 ― 4百万円

利払事務手数料 
(税額相当額控除後)

0百万円 ― 0百万円

償還事務手数料 
(税額相当額控除後)

― ― 12百万円

中間(当期)純利益調整額 2百万円 ― 17百万円

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

転換社債型新株予約権付 
社債

4,188千株 ― 4,174千株

普通株式増加数 4,188千株 ― 4,174千株

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

―
―

―
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該当事項はありません。 

(重要な後発事象)

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)

該当事項はありません。 同左 同左

６ その他
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