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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）                （百万円未満切り捨て）

(1）連結経営成績 　（％表示は対前年中間期増減率）

売　上　高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 8,225 △11.4 29 △65.5 4 △90.7 △54 ―

19年８月中間期 9,278 △7.7 84 ― 44 ― 8 ―

20年２月期 18,459 △8.5 211 23.5 142 40.9 58 ―

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 △4 27  ―

19年８月中間期 0 70  ―

20年２月期 4 57  ―

（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 3,901 622 16.0 48 74

19年８月中間期 3,863 643 16.7 50 38

20年２月期 3,633 681 18.8 53 37

（参考）自己資本 20年８月中間期 622百万円 19年８月中間期 643百万円 20年２月期 681百万円

(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 433 △46 △296 1,394

19年８月中間期 178 △13 △96 1,339

20年２月期 354 △129 △192 1,303

２．配当の状況

１株当り配当金

（基準日） 第１四半期 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年２月期  －  －  －  － 0 00

20年２月期  －  － － －

21年２月期（予想） － －  －  － 0 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）

売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益
１株当り
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通    期 16,684 △9.6 160 △24.3 116 △18.3 11 △81.2 0 86
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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移動）　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　　　　　　　　　　無

(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 12,779,280株 19年８月中間期 12,779,280株 20年２月期 12,779,280株

②　期末自己株式数 20年８月中間期 7,859株 19年８月中間期 7,359株 20年２月期 7,359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、29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）　　　　　　　　（百万円未満切り捨て）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売　上　高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 8,087 △11.5 △14 ― △36 ― △54 ―

19年８月中間期 9,135 △7.7 35 29.6 △0 ― 7 ―

20年２月期 18,165 △8.6 111 △29.7 49 △49.3 56 ―

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年８月中間期 △4 30

19年８月中間期 0 56

20年２月期 4 40

(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 3,584 630 17.6 49 33

19年８月中間期 3,529 651 18.5 51 03

20年２月期 3,331 689 20.7 53 99

（参考）自己資本 20年８月中間期 630百万円 19年８月中間期 651百万円 20年２月期 689百万円

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）

売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益
１株当り
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通    期　 16,510 △9.1 119 6.6 77 55.7 11 △80.4 0 86

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提と

なる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績(1）経営成績に関する分

析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　当中間期の経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、世界的に原油・食料価格が乱高下しているものの、それに起因した

インフレ圧力の高まりとともに企業の経常減益化傾向が強まり、企業は原材料高を消費者への価格転嫁で凌ごうと、

国内市場では値上げラッシュが続いております。

 

　一方、消費者は可処分所得が増加しないなか、生活防衛のため節約志向が高まっており、消費者の購買動向は従

来のセレブ型（高級品志向・高収益商品）からセーブ型（低価格品志向・低収益商品）に転換しており、更に、製

品価格の上昇が縮む消費を生み、政府から明確な経済対策も示されないまま、平成20年４月～６月の第一四半期の

実質ＧＤＰ改定値は４四半期ぶりに年率換算3.0％の減少となり、国内景気の後退を裏付けております。

　当社グループの中核となる生鮮食品小売業界におきましては、景気の後退感から個人消費が低下していることに

加え、日本の夏の風物詩である土用の丑の日に関わる商戦で、前中間連結会計期間の中国産鰻の禁止薬物使用問題

に引き続き、当中間連結会計期間は、一部業者による愛知一色産鰻の産地偽装事件が大きく影を落とし、鮮魚業界

はここ２年連続して過去に例を見ない極めて厳しい営業をしいられております。

　このような状況において、当社グループの売上高は、従前より収益構造の転換を図るべく売上総利益率の改善と

不採算店の撤退を進めてまいりましたが、前連結会計年度の鮮魚９店舗の退店、２店舗の出店、飲食１店舗の退店、

１店舗の出店に続き、当中間連結会計期間におきましては鮮魚３店舗の退店を実施したこと及び食品表示の信頼性

等の問題に起因した需要の減退の影響もあり、鮮魚１店舗を出店したものの、前年同期比10億５千３百万円減少し、

82億２千５百万円（前年同期比11.4％減）となりました。

　その結果、売上総利益が前年同期比３億２千６百万円減少しました。その一方で、前連結会計年度からの退店に

よる経費負担の軽減により人件費、減価償却費等を中心に経費の大幅な圧縮を実施した結果、販売費及び一般管理

費を前年同期比２億７千１百万円（前年同期比7.1％減）削減いたしましたが賄いきれず、経常利益は４百万円（前

年同期比90.7％減）となりました。

　また、当中間連結会計期間において、平成20年10月に予定されている当社の鮮魚店がテナントとして入居してい

る老舗百貨店の退店をはじめとする５カ店の退店予定店舗等を含む減損損失１千６百万円並びに店舗撤退損２千３

百万円等を含め４千４百万円の特別損失を計上したことから、中間純損失は５千４百万円（前年同期は８百万円の

中間純利益）となりました。

　これを事業の種類別セグメントで見ますと業績は次のとおりであります。

　鮮魚事業の売上高は、個人消費の減少及び食品表示の信頼性の問題等による影響もあり、74億４千３百万円（前

年同期比11.9％減）となりました。また営業利益は、２億３千８百万円（前年同期比3.1％増）となりました。

　飲食関連事業の売上高は、７億８千１百万円（前年同期比5.5％減）となり、営業利益は、６千５百万円（前年同

期比40.2％減）となりました。

②　当期の見通し

　当社グループの中核となる生鮮食品小売業界におきましては、米国の金融バブルの崩壊と資源高という外部要因

からの経済リスクが日本経済に影響を及ぼすのは必至であり、個人の可処分所得の減少等からゼロサム消費に向か

い、個人消費の低迷が予想されるなか鮮魚事業を中心として極めて厳しい経営環境で推移するものと考えられます。

　当社グループの通期の業績予想につきましては年末を中心に季節的な需要増が見込まれますが、連結ベースの売

上高は前年同期比9.6％減少の166億円、営業利益は１億６千万円（前年同期は２億１千１百万円）、経常利益は１

億１千６百万円（前年同期は１億４千２百万円）、また、当期純利益は１千１百万円（前年同期は５千８百万円）

を見込んでおります。なお、退店は８店舗程度となる見込みであります。

 

（注）業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであります。

予想には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、こ

の業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えて下さい。
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③　中期経営計画等の進捗状況

　当社グループは今後も基本方針としては鮮魚小売の「専門店」を本業として、また魚介類を中心とした「飲食業」

を営業してまいります。

　その本業をより強化することが、今後の最重要課題と考えております。そのため、お客様のニーズの変化への的

確な対応と安全・安心な商品の提供並びに既存店舗の活性化及び積極的かつ慎重な店舗展開を実施することで、業

績を拡大させていく所存であります。

　平成20年２月期におきまして当社グループは６期ぶりに当期純利益を計上し経営体質の黒字化が図られた事より、

今後、的確に消費者動向を把握し、迅速な経営戦略を構築して営業力の強化を図り収益基盤の拡大と増強を期する

ため、平成20年３月１日付にて組織変更を行いました。

 

　経営意思を迅速に戦略化させ事業環境の変化に即応するため、従来、管理本部に属していた経営企画室を社長直

轄に、店舗開発力と物流機能強化及び飲食事業の収益基盤を強化するため営業本部に店舗開発部、物流・資材部及

び飲食事業室を新設、消費者動向を的確に把握するため営業企画室を営業本部に新設しＭＤ推進部を廃止しまし

た。

 

　また、店舗管理の充実と地域に密着した営業体制の構築を図るため、関東エリアを４エリアから５エリアに、関

西エリアを３エリアから２エリアとし営業体制を再構築しました。

　店舗運営につきましては、顧客特性、地域性、季節性及び店舗立地特性等を充分考慮し、多様化するお客様のニー

ズに対応するため、これまでの販売政策からの転換を図り、購買用途に応じた商品構成と販売方法の改善、基本商

品の構築と導入による営業体制の再構築を行うことで店舗粗利益の改善に取組んでおります。

　新規出店については、駅前及び百貨店等の集客力の高い立地への出店を継続していく方針に加え、既存の店舗と

のドミナント化が図れる地域への出店にも引き続き取り組んでまいります。同時に不採算店舗の退店にも積極的に

取り組み、店舗の効率化並びに経営資源の有効活用を図ってまいります。

　株式会社ビッグパワーのデベロッパー事業については、当社としての好立地物件を確保するという観点からのも

のであり、今後は物件を厳選したうえでの出店も検討していく考えでおります。

　今後も本業である鮮魚小売業と魚介類を中心とした飲食事業とで、当社グループの業績向上と事業展開を積極的

に推進し、収益体質の安定拡大に向けてより一層努力していく所存であります。

④　目標とする経営指標の達成状況

　当社グループは、売上高総利益率と売上高販管費率を重要な経営指標とし、適正な利益確保に努めております。

ローコスト経営に徹し、同業他社に勝る競争力を維持することと、収益拡大のため特に売上高総利益率に注目し、

その進捗状況に注意を払っております。

　また、収益の拡大により早期に１株当たり当期純利益を50円以上にすることを目標としております。
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(2）財政状態に関する分析

資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析

①　資産、負債、純資産の状況

　当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ２億６千７百万円増加し39億１百万円となり

ました。これは主に売掛金が２億１千６百万円、現金及び預金が９千万円増加した一方で、敷金・保証金が２千６

百万円、無形固定資産が１千６百万円、投資有価証券が８百万円減少したことによるものであります。

　負債につきましては負債合計で前連結会計年度末に比べ３億２千７百万円増加し、32億７千９百万円となりまし

た。これは主に流動負債で短期借入金が２億円、固定負債で長期借入金が９千６百万円減少しましたが、流動負債

で買掛金が４億８千２百万円、その他流動負債が９千８百万円、未払金が４千５百万円、賞与引当金が１千５百万

円増加したことによるものであります。

　純資産につきましては前連結会計年度末に比べ５千９百万円減少し、６億２千２百万円となりました。これは主

に利益剰余金が５千４百万円減少したことによるものであります。

②　当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが４億３千３百万円増

加、また、投資活動によるキャッシュ・フローが４千６百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローが２億９

千６百万円減少したことにより、当中間連結会計期間末には前連結会計年度末に比べ９千万円増加し、13億９千４

百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

［営業活動によるキャッシュ・フロー］

　営業活動の結果、４億３千３百万円の資金が増加（前年同期は１億７千８百万円の増加）いたしました。これは主

に、税金等調整前中間純損失並びに売上債権の増加に伴う資金の減少等がありましたが、仕入債務の増加等による資

金の増加が減少を上回った結果であります。

［投資活動によるキャッシュ・フロー］

　投資活動の結果、４千６百万円の資金が減少（前年同期は１千３百万円の減少）いたしました。これは主に、有形

固定資産の取得等による減少によるものであります。

［財務活動によるキャッシュ・フロー］

　財務活動の結果、２億９千６百万円の資金が減少（前年同期は９千６百万円の減少）いたしました。これは主に、

短期借入金の返済及び長期借入金の返済による支出等があったことによるものであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成18年８月中間期 平成19年８月中間期 平成20年８月中間期

自己資本比率（％） 14.1 16.7 16.0

時価ベースの自己資本比率（％） 116.6 91.2 53.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 2.5 4.8 1.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 16.9 5.5 16.2

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／キャッシュ・フロー

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

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）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。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注４）有利子負債は連結（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支払っている全ての負債を対

象としております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

①　当社は株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。その一環として、安定的な経営

基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、経営上可能な限り最大の範囲で配当を行うことを基本方針

としております。

　また、内部留保金につきましては、店舗新設に係る開店費用に充当するとともに、既存店の改装、増床の店舗に

対する設備投資資金に活用して、事業拡大を図っていく方針であります。

②　しかしながら、当期の配当につきましては、現時点では誠に遺憾ながら前期に引き続き見送ることとさせていた

だきます。

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業等のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項については、以下のようなものがあ

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（平成20年８月31日）において、当社グルー

プが判断したものであります。また、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクをすべて網羅するものではあり

ませんので、この点ご留意下さい。

①　事業等のリスク

　当社グループは、一般消費者を対象とする鮮魚小売業及び飲食業を営んでおり、国内における景気や消費動向、

さらには天候不順により、また、営業の基盤とする地域内における業態を超えた競合他社との店舗間競争の状況に

より、当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

②　食品の安全性のリスク

　近年、外国産の食品の安全性に関する問題が連続して発生し食の安全を脅かす事態になりました。当社グループ

にとっても食品の安全性が重要な問題であると認識しており、従来より、安全性や鮮度面をより重視した売り場づ

くりを目指しておりますが、社会全般にわたる食品の安全性に関する問題が発生した場合、当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

③　業績の季節変動リスク

　鮮魚小売業界においては、消費者の購買意欲が夏場に減退し、冬場には年末年始の季節要因もあり高まる傾向に

あります。当社の業績もこうした季節的変動要因の影響を受け、とりわけ12月は年末にかけての消費者需要の高ま

りと単価アップが重なり、近年やや平準化されてはきたものの、売上高と利益がともに増加することから、通期で

の売上高と利益も例年下期（９～２月）に偏る傾向にあります。

④　法的規制に関するリスク

　当社グループは、大規模小売店舗立地法や食品の安全管理、環境・リサイクルなどに関する法令等様々な法的規

制を受けております。これらの規制や罰則が今後、強化された場合や、会計基準、納税義務の変更や、新たな法令

等に対する費用が増加することにより、当社グループの経営成績等に影響を与える可能性があります。

⑤　自然災害等によるリスク

　当社グループは、各店舗において対面販売を行っておりますが、自然災害・事故等により、店舗の営業継続に悪

影響を来たす可能性があります。災害や事故等に対しては緊急時の社内体制の整備や事故発生防止の体制を整備し

ておりますが、大規模な自然災害や事故が発生した場合には、当社グループの営業活動に著しい支障が生じ、経営

成績及び財政状態等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（当社及び連結子会社、以下同じ）は当社（株式会社魚喜）及び連結子会社１社（株式会社ビッグパ

ワー）により構成されており、鮮魚販売、外食業（レストラン、回転寿司）の経営、不動産賃貸管理、事務代行業務を

主たる業務としております。

(1）鮮魚事業（株式会社魚喜）

鮮魚販売……………当社は鮮魚小売（専門店）を本業としているため、鮮魚の販売をセグメントとすることが、本

業の実態を把握するうえには、必要であると判断しております。

(2）飲食関連事業（株式会社魚喜、株式会社ビッグパワー）

外食業の経営………当社は回転寿司、レストランを運営しております。

不動産賃貸管理……神奈川県藤沢市湘南台においてパワーセンター『ビッグパワー』を運営管理している株式会社

ビッグパワーが該当し、テナントとして当社「湘南台店」が出店しております。

（注）「パワーセンター」とは、特定の商品カテゴリーに特化した集客力の強い専門店を集積

させた商業施設のことであります。また、当社は平成19年１月より当社が管理・運営していた

物流センターを他社に転貸し、不動産の賃貸を行っております。

事務代行業務………当社の仕入先への金銭精算の代行業務を行っている株式会社ビッグパワーが該当しております。

 

　以上、述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。（平成20年８月31日現在）

 

一

般

消

費

者 

当 社 

           
当      社 

商品仕入 鮮魚販売 

【鮮魚事業】 

【飲食関連事業】 

 

飲食販売店 
商品仕入 

店
舗
の
賃
貸 

食品販売 
商品仕入 ㈱ビッグパワー（注） 

仕

入

先 

納品書・請求書 
金銭精算代行業 

仕入代金請求 

㈱
ビ
ッ
グ
パ
ワ
ー
（
注
） 

不動産賃貸 

（注）連結子会社
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

①　当社は、昭和46年創業以来、「鮮魚の小売専門店」として、また魚介類を中心とした「飲食業」の営業を続けて

おります。

　その営業活動において基本となる考え方として新しい経営理念を制定しました。それは「私達は、自然の恵みに

感謝すると共に、より高品質の食材とサービスをお客様に提供することを喜びとし、その活動をもって社会に貢献

します」ということであります。この理念の基、お客様に自信をもって「新鮮」「健康」「本物」「こだわり」の

ある商品とサービスを提供し、当社ならではの「感動と喜び」を加えて社会に貢献するという基本姿勢を明確にし

て経営しております。

②　また、当社グループは、全ての面で質の高いサービスを提供するとともに、時代の変化に伴う食文化の多様化に

スピーディーに対応していきます。

　この方針に基づき、今後も鮮魚小売の「専門店」を本業として、また魚介類を中心とした「飲食業」を営業して

いく方針は変わりませんが、単に「魚」を素材として提供するだけにとどまらず、付加価値をつけた料理という完

成品とした形で提供、提案できることで、「魚」を通した「食文化の創造」を目指してまいります。

(2）目標とする経営指標

　４ページ．経営成績(1）（目標とする経営指標の達成状況）をご覧ください。

(3）中期的な会社の経営戦略

　４ページ．経営成績(1）（中期経営計画等の進捗状況）をご覧ください。

(4）会社が対処すべき課題

①　今後の当社の課題としましては、仕入と販売力の更なる向上、人材の育成及び食品衛生体制の充実を主として収

益力の拡大を目指すとともに、消費者に対する商品の安全性・信頼性の確保を重視し、上場企業としての社会的責

任を十分に認識した経営を確立していきたいと考えております。

②　課題といたしましては、

　第一に、更なる権限委譲を図りこれまでの企業文化を変革させ、「魚ビジネスのプロ集団」に体質を転換してま

いります。

　第二に、「お客様第一主義」を徹底し、「お客様が今、何を求めているのか」を追求し、そのための施策を実行

してまいります。

　第三に、「安心・安全」は基より、「新鮮・健康・本物・こだわり」を仕入の基本とし、季節性、地域性を重視

した販売品目、数量、価格を的確に捉え、計画性のある仕入に取組んでまいります。

　第四に、飲食事業における成長性・収益性をさらに向上させるために、人材の確保を含め事業の再構築を図り、

飲食事業基盤の強化に取組んでまいります。

　第五に、出店基準の見直しを図り、事業戦略に基づく出店に果敢に取組んでまいります。

　第六に、食品衛生面では、当社は本社、中京事務所及び関西事務所に食品衛生部を設置しており、店舗への指導

と巡回を常時実施しておりますが、今後も継続的に「安心できる食材の提供」を目指し、組織的な強化を図ってま

いります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

①　当社は、株式の流動性を高めるとともに、個人株主の裾野を広げるため、１投資単位が50万円を超える場合には

株価、株主数、財務状況等を総合的に勘案して、株式分割、投資単位の引き下げ等により、50万円以下へ引き下げ

る方針であります。

②　なお、親会社等に関する事項に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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金   1,339,844   1,394,726   1,303,727  

２．売掛金   746,796   872,574   656,461  

３．たな卸資産   95,903   81,333   89,091  

４．その他   137,285   151,934   125,113  

貸倒引当金   △706   △847   △622  

流動資産合計   2,319,123 60.0  2,499,722 64.1  2,173,772 59.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物及び構築物  286,999   307,115   295,906   

(2）器具及び備品  241,061   210,878   223,973   

(3）その他  585   455   530   

有形固定資産合計   528,646 13.7  518,449 13.3  520,409 14.3

２．無形固定資産   80,921 2.1  47,752 1.2  64,046 1.8

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  106,491   77,488   86,022   

(2) 敷金保証金  788,240   717,562   744,089   

(3）その他  128,580   124,872   133,969   

貸倒引当金  △88,422   △84,022   △88,422   

投資その他の資産合計   934,890 24.2  835,900 21.4  875,659 24.1

固定資産合計   1,544,458 40.0  1,402,102 35.9  1,460,116 40.2

資産合計   3,863,582 100.0  3,901,824 100.0  3,633,888 100.0
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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（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   681,064   1,078,128   595,482  

２．短期借入金   500,000   300,000   500,000  

３.一年以内返済予定
   長期借入金

  192,000   192,000   192,000  

４．未払金   225,194   230,462   184,926  

５．未払法人税等   30,176   29,287   50,178  

６．賞与引当金   91,752   78,126   62,722  

７．その他   236,344   322,509   224,207  

流動負債合計   1,956,531 50.6  2,230,515 57.1  1,809,517 49.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   1,012,000   820,000   916,000  

２．預り保証金   225,785   214,499   208,965  

３．負ののれん   8,364   7,637   8,000  

４．その他   17,482   6,751   9,812  

固定負債合計   1,263,632 32.7  1,048,888 26.9  1,142,778 31.4

負債合計   3,220,164 83.3  3,279,404 84.0  2,952,295 81.2

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   941,031 24.3  941,031 24.1  941,031 25.9

２．資本剰余金   1,029,015 26.6  1,029,015 26.4  1,029,015 28.3

３．利益剰余金   △1,347,290
△

34.8
 △1,352,391

△
34.7

 △1,297,813
△

35.7

４．自己株式   △5,097 △0.1  △5,182 △0.1  △5,097 △0.1

株主資本合計   617,658 16.0  612,472 15.7  667,135 18.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差額金   25,758 0.7  9,948 0.3  14,457 0.4

評価・換算差額等合計   25,758 0.7  9,948 0.3  14,457 0.4

純資産合計   643,417 16.7  622,420 16.0  681,592 18.8

負債純資産合計   3,863,582 100.0  3,901,824 100.0  3,633,888 100.0
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   9,278,929 100.0  8,225,135 100.0  18,459,860 100.0

Ⅱ　売上原価   5,372,706 57.9  4,645,794 56.5  10,615,737 57.5

売上総利益   3,906,222 42.1  3,579,340 43.5  7,844,123 42.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費           

１．店舗使用料  895,923   810,689   1,779,177   

２．役員報酬  52,240   30,613   111,140   

３．給与手当  1,581,084   1,523,143   3,162,945   

４．賞与引当金繰入額  86,053   78,126   62,722   

５．その他  1,206,363 3,821,666 41.2 1,107,568 3,550,142 43.1 2,516,844 7,632,830 41.4

営業利益   84,556 0.9  29,198 0.4  211,292 1.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  107   608   144   

２．受取配当金  1,151   1,241   1,651   

３．手数料収入  1,202   2,287   4,736   

４．負ののれん償却額  904   363   1,268   

５．消費税差額　  －   1,130   －   

６．その他  2,811 6,178 0.1 1,014 6,646 0.1 2,650 10,451 0.1

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  32,609   27,287   63,246   

２．投資有価証券運用損  9,033   －   10,529   

３．障害者雇用負担金　  －   3,800   －   

４．その他  4,880 46,524 0.5 639 31,726 0.4 5,941 79,718 0.4

経常利益   44,211 0.5  4,117 0.1  142,025 0.8

Ⅵ　特別利益           

１．固定資産売却益 ※１ －   156   －   

２．差入保証金返還益  －   3,392   －   

３．その他  16 16 0.0 279 3,828 0.0 32 32 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ 4,757   1,748   6,375   

２．固定資産売却損 ※３ 93   －   1,237   

３．店舗撤退損 ※４ 935   23,847   7,423   

４．投資有価証券評価損  －   326   232   

５．リース解約損  2,778   －   －   

６．減損損失 ※５ 8,118   16,893   26,359   

７．その他  274 16,957 0.2 1,300 44,114 0.5 3,118 44,747 0.3

税金等調整前中間（当期）
純利益又は中間純損失(△)

  27,269 0.3  △36,168 △0.4  97,310 0.5

法人税、住民税及び事業税 ※６ 18,342   18,408   38,910   

法人税等調整額 ※６ － 18,342 0.2 － 18,408 0.2 △4 38,906 0.2

中間（当期）純利益
又は中間純損失(△)

  8,927 0.1  △54,577 △0.6  58,404 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3月1日　至　平成19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19年2月28日残高（千円） 941,031 1,029,015 △1,356,038 △5,097 608,910

中間連結会計期間中の変動額      

中間純利益   8,927  8,927

連結除外に伴う変動額   △179  △179

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）

－ － 8,748 － 8,748

平成19年8月31日残高（千円） 941,031 1,029,015 △1,347,290 △5,097 617,658

 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（千円） 36,369 36,369 645,280

中間連結会計期間中の変動額    

中間純利益   8,927

連結除外に伴う変動額   △179

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）

△10,610 △10,610 △10,610

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△10,610 △10,610 △1,862

平成19年8月31日残高（千円） 25,758 25,758 643,417

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） 941,031 1,029,015 △1,297,813 △5,097 667,135

中間連結会計期間中の変動額      

中間純損失   △54,577  △54,577

自己株式の取得    △85 △85

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）

－ － △54,577 △85 △54,662

平成20年8月31日残高（千円） 941,031 1,029,015 △1,352,391 △5,182 612,472

 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（千円） 14,457 14,457 681,592

中間連結会計期間中の変動額    

中間純損失   △54,577

自己株式の取得   △85

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）

△4,508 △4,508 △4,508

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△4,508 △4,508 △59,171

平成20年8月31日残高（千円） 9,948 9,948 622,420
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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（千円） 941,031 1,029,015 △1,356,038 △5,097 608,910

連結会計年度中の変動額      

当期純利益   58,404  58,404

連結除外に伴う変動額   △179  △179

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 58,224 － 58,224

平成20年2月29日　残高（千円） 941,031 1,029,015 △1,297,813 △5,097 667,135

 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（千円） 36,369 36,369 645,280

連結会計年度中の変動額    

当期純利益   58,404

連結除外に伴う変動額   △179

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△21,912 △21,912 △21,912

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△21,912 △21,912 36,312

平成20年2月29日　残高（千円） 14,457 14,457 681,592
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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）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（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（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
又は中間純損失（△）

 27,269 △36,168 97,310

減価償却費  83,563 87,770 186,400

減損損失  8,118 16,893 26,359

負ののれん償却額  △904 △363 △1,268

貸倒引当金の増加額
（△：減少額）

 52 225 △32

賞与引当金増加額  41,541 15,404 12,511

受取利息及び受取配当金  △1,259 △1,849 △1,711

支払利息  32,609 27,287 63,246

固定資産売却益  － △156 －

固定資産除却損  4,757 1,748 6,375

固定資産売却損  93 － 1,237

店舗撤退損  935 23,847 7,423

その他特別損失  － 1,250 －

投資有価証券運用損  9,033 639 10,529

投資有価証券評価損  232 326 232

売上債権の減少額（△：増加額）  △66,408 △216,113 23,926

たな卸資産の減少額（△：増加額）  △2,501 7,757 4,310

その他資産の減少額（△：増加額）  3,962 △27,784 16,275

仕入債務の増加額（△：減少額）  63,552 482,645 △22,028

その他負債の増加額（△：減少額）  15,681 107,590 △6,749

未払消費税等の増加額  28,603 6,824 31,040

小計  248,935 497,773 455,391

利息及び配当金の受取額  1,259 1,849 1,711

利息の支払額  △32,646 △26,830 △63,235

法人税等の支払額  △39,148 △39,337 △39,148

営業活動によるキャッシュ・フロー  178,400 433,455 354,719

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産取得による支出  △51,462 △79,256 △189,969

有形固定資産売却による収入  9,894 666 13,665

無形固定資産取得による支出  △4,017 △350 △12,768

敷金・保証金の払い込みによる支出  △11,263 △3,000 △13,029

敷金・保証金返還による収入  42,570 29,527 89,842

保証金の預りによる収入  － 6,034 500

保証金の返還による支出  － △500 △18,770

貸付けによる支出  △140 △557 △1,290

貸付金の回収による収入  959 1,064 1,926

投資活動によるキャッシュ・フロー  △13,458 △46,370 △129,893
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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
キャッシュ・フロー計算書
（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（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     

短期借入金の増減額  － △200,000 －

長期借入金の返済による支出  △96,000 △96,000 △192,000

配当金の支払額  △394 － △394

自己株式の取得による支出  － △85 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  △96,394 △296,085 △192,394

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  68,547 90,999 32,430

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,271,857 1,303,727 1,271,857

Ⅵ　連結除外に伴う現金及び現金同等物の
減少額

 △560 － △560

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

 1,339,844 1,394,726 1,303,727
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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 連結子会社の数　１社

　連結子会社は㈱ビッグパワーであ

ります。

　前連結会計年度まで連結子会社で

あった㈱本郷志乃田は、解散により

連結の範囲から除外しております。

なお、平成19年８月20日付で解散決

議を行なったことから当中間連結会

計期間は、損益計算書のみ連結して

おります。

連結子会社の数　１社

　連結子会社は㈱ビッグパワーであ

ります。

連結子会社の数　１社

　連結子会社は㈱ビッグパワーであ

ります。

　なお、前連結会計年度において連

結子会社でありました㈱本郷志乃田

は、平成19年８月20日付けで解散を

決議し、平成19年８月31日をもって

解散したため連結の範囲から除外し

ております。なお、当連結会計年度

では平成19年８月31日の解散日まで

の損益計算書のみ連結しております。

２．連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項

　連結子会社の中間期の末日は、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末日と連結

決算日は一致しております。

３．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

(イ) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間連結決算日の市場価

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）

(イ) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(イ) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (ロ) たな卸資産

商品

本部商材

移動平均原価法による原

価法

(ロ) たな卸資産

商品

本部商材

同左

(ロ) たな卸資産

商品

本部商材

同左

 店舗商材

最終仕入原価法による原

価法

　ただし、店舗における

本部商材については、倉

庫からの最終払出原価に

より評価しております。

店舗商材

同左

 

店舗商材

同左

 

 貯蔵品

最終仕入原価法による原価

法

貯蔵品

同左

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）重要な減価償却資産の

減価償却方法

(イ) 有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定

額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

(イ) 有形固定資産

同左

(イ) 有形固定資産

同左

 建物及び構築物 ３～47年

車両運搬具 ４年

器具及び備品 ２～10年

 ―――――――――― （追加情報）

　当社及び連結子会社は、法人税

法改正に伴い、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。

　これによる損益に与える影響は

軽微であります。

　なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。

 

――――――――――

 (ロ) 無形固定資産

　自社利用のソフトウエアにつ

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。

(ロ) 無形固定資産

同左

(ロ)無形固定資産

同左

 (ハ) 長期前払費用

均等償却

 

(ハ) 長期前払費用

同左

(ハ) 長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基準 (イ) 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

貸倒実績率を基礎とした将来の

貸倒見込率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

(イ) 貸倒引当金

同左

(イ) 貸倒引当金

同左

 (ロ) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき当中

間連結会計期間負担額を計上し

ております。

 

(ロ) 賞与引当金

同左

(ロ) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき当連

結会計年度の負担額を計上して

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。

同左 同左
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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）

(5）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための重要な事項

(イ) 消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(イ) 消費税等の会計処理

同左

(イ) 消費税等の会計処理

同左

４．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。

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

前中連結間会計期間
（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）

（有形固定資産の減価償却の方法）

  当中間連結会計期間から、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減価償却の方法に

変更しております。

  これによる損益に与える影響は軽微であります。

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。

 

──────────

（有形固定資産の減価償却の方法）

  当連結会計年度から、当社及び連結子会社は

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減価償却の方

法に変更しております。

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益はそれぞれ7,063千円減少し

ております。

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載区分）

 「敷金保証金の増加額」（前中間連結会計期間65

千円）及び「敷金保証金の減少額」（前中間連結会

計期間691,518千円）は、従来、営業活動による

キャッシュ・フローの「その他資産の増減額」に含

めて純額で計上しておりましたが、当中間連結会計

期間より投資活動によるキャッシュ・フローに総額

で計上することに変更しました。

　この変更は、前連結会計年度に、不動産賃貸管理

事業を主たる営業目的とする連結子会社㈱ビッグパ

ワーにおいて重要な賃借物件を解約したことを契機

として、連結グループ全体として不動産賃貸管理事

業の重要性が低くなり、かつ、今後は鮮魚事業での

出退店に係る敷金保証金の受払いが主となることか

ら、その取扱について見直した結果、キャッシュ・

フローのより一層の適正化及び明確化を図るため、

投資活動の一部として表示するものであります。

　この変更により、従来の方法と比較して「営業活

動によるキャッシュ・フロー」が31,307千円減少し、

「投資活動によるキャッシュ・フロー」が同額増加

しております。

 

 

──────────

（連結キャッシュ・フロー計算書の記載区分）

 「敷金・保証金の増減額」（前連結会計年度

739,781千円の減少）及び「預り保証金の増減

額」(前連結会計年度16,925千円の減少)は、従

来、営業活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他資産の増減額」及び「その他負債の増減

額」に含めて純額で計上していましたが、当連

結会計年度より投資活動によるキャッシュ・フ

ローに総額で計上することに変更しました。

　この変更は、前連結会計年度に、不動産賃貸

管理事業を主たる営業目的とする連結子会社㈱

ビッグパワーで重要な賃借物件を解約したこと

を契機として、連結グループ全体として不動産

賃貸管理事業の重要性が低くなり、かつ、今後

は鮮魚事業での出退店に係る敷金・保証金の受

払いが主となることから、その取扱について見

直した結果、キャッシュ・フローのより一層の

適正化及び明確化を図るため、投資活動の一部

として表示するものであります。

　この変更により、従来の方法と比較して「営

業活動によるキャッシュ・フロー」が58,542千

円減少し、「投資活動によるキャッシュ・フ

ロー」は同額増加しております。
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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）

　「負ののれん償却額」は、前中間連結会計期間まで、営業外収益の

「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間における「負ののれん償却額」の金額は

386千円であります。

（中間連結損益計算書）

　「障害者雇用負担金」は、前中間連結会計期間まで、営業外費用の

「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外費用の総額の100分

の10を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間における「障害者雇用負担金」の金額は

4,000千円であります。

 

　前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「投資有価証券運

用損」（当中間連結会計期間は639千円）は、営業外費用の総額の100

分の10以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示する

ことにしました。

追加情報

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）

「継続企業の前提に関する重要な疑義を抱か

せる事象又は状況」の解消について

 

　当社グループは、前々連結会計年度まで３

期連続して営業損失を計上しておりました。

　前連結会計年度は営業利益を計上すること

ができましたが、「固定資産の減損に係る会

計基準」の適用に伴い359百万円の減損損失を

計上したこと等により、393百万円の当期純損

失となりました。当該状況から、当社グルー

プは「継続企業の前提に関する重要な疑義を

抱かせる事象又は状況」が存在しておりまし

た。

　当社グループといたしましては、利益体質

への転換を図るため①経営体制刷新と組織変

更②商材の仕入コストの引き下げ③包装資材

の低減④物流センターの機能検討と経費削減

⑤店舗要員等の適正化による人件費の削減⑥

配送形態の変更による経費削減を実行し、利

益体質への改善を推進してまいりました。さ

らに、連結子会社である㈱ビッグパワーは、

抜本的な対策により収益体質への転換を図る

ことができました。その結果、当中間連結会

計期間での営業利益は84百万円となり、前連

結会計年度から継続して営業利益を計上する

ことができました。これにより当社グループ

の収益構造は利益体質への転換が達成された

ものと考えており、当中間連結会計期間にお

いて「継続企業の前提に関する重要な疑義を

抱かせる事象又は状況」は解消したと判断し

ております。

　従いまして、前連結会計年度の連結財務諸

表に注記しておりました「継続企業の前提に

関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況」

に関する注記につきましては、当中間連結会

計期間における中間連結財務諸表には注記し

ておりません。

――────────

 

「継続企業の前提に関する重要な疑義を抱か

せる事象又は状況」の解消について

 

　当社グループは、前々連結会計年度まで３

期連続して営業損失を計上しておりました。

　前連結会計年度は営業利益を計上すること

ができましたが、「固定資産の減損に係る会

計基準」の適用に伴い359百万円の減損損失を

計上したこと等により、393百万円の当期純損

失となりました。当該状況から、当社グルー

プは「継続企業の前提に関する重要な疑義を

抱かせる事象又は状況」が存在しておりまし

た。

　当社グループといたしましては、利益体質

への転換を図るため①経営体制刷新と組織変

更②商材の仕入コストの引き下げ③包装資材

の低減④物流センターの機能検討と経費削減

⑤店舗要員等の適正化による人件費の削減⑥

配送形態の変更による経費削減を実行し、利

益体質への改善を推進してまいりました。さ

らに、連結子会社である㈱ビッグパワーは、

抜本的な対策により利益体質への転換を図る

ことができました。その結果、当連結会計年

度での営業利益は211百万円となり、前連結会

計年度から継続して営業利益を計上すること

ができました。これにより当社グループの収

益構造は利益体質への転換が達成されたもの

と考えており、当連結会計年度において「継

続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる

事象又は状況」は解消したと判断しておりま

す。

　従いまして、前連結会計年度の連結財務諸

表に注記しておりました「継続企業の前提に

関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況」

に関する注記については、当連結会計年度に

おける連結財務諸表には注記しておりません。
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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は

1,896,688千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

1,874,950千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

1,868,317千円であります。

２．当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行１行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

中間連結会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

２．当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行２行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

中間連結会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

２．当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行１行と当座貸越契約を締

結しております。これら契約に基づく当

連結会計年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 －千円

当座貸越極度額 700,000千円

借入実行残高 300,000千円

差引額 400,000千円

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 －千円

（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．　　────────── ※１．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。

※１．　　──────────

 器具及び備品

車両運搬具

91千円

64千円

計 156千円

 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

建物 2,202千円

器具及び備品 2,318千円

その他 236千円

計 4,757千円

器具及び備品 1,748千円

計 1,748千円

建物及び構築物 2,202千円

器具及び備品 3,936千円

その他 236千円

計 6,375千円

※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。

※３．　　　―――――――――― ※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。

器具及び備品 93千円

計 93千円

  

  

器具及び備品 1,237千円

計 1,237千円

※４．店舗撤退損の内訳は次のとおりであり

ます。

※４．店舗撤退損の内訳は次のとおりであり

ます。

※４．店舗撤退損の内訳は次のとおりであり

ます。

魚　喜 ７店舗他計 　　935千円

計 935千円

魚　喜 ５店舗計 23,847千円

計 23,847千円

魚　喜 10店舗他計　7,423千円

計 7,423千円
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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）

 ※５．減損損失

 　　当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失

を計上しました。

 ※５．減損損失

 　　当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失

を計上しました。

 ※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

計上しました。

用途 種類 地域

店舗 器具及び備品
電話加入権

関東地区 15店舗

東海地区　5店舗

中京地区　3店舗

関西地区　8店舗

中四国地区4店舗

用途 種類 地域

店舗 建物附属設備
器具及び備品
長期前払費用
電話加入権

関東地区  5店舗

関西地区　1店舗

用途 種類 地域

店舗 建物
器具及び備品
長期前払費用
電話加入権

関東地区　19店舗

東海地区　 5店舗

中京地区　 3店舗

関西地区　 9店舗

中四国地区 4店舗

遊休資産 器具及び備品 関東地区　 1箇所

 　　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とし

て、また遊休資産については物件単位毎に

グルーピングしております。

 　　理由として、営業活動から生ずる損益が継

続してマイナスであることから、また、遊休

資産については今後の活用の目処がないこと

から帳簿価格を回収可能額まで減額し、当該

減少額を減損損失（8,118千円）として特別

損失に計上いたしました。

　その内訳は、器具及び備品5,682千円、電

話加入権2,436千円であります。

 　　なお、当該資産グループの回収可能価額は

正味売却可能価額または使用価値により測

定しておりますが、将来キャッシュ・フロー

がマイナスであるため、割引計算は行って

おりません。

 　　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とし

て、また遊休資産については物件単位毎に

グルーピングしております。

 　　理由として、営業活動から生ずる損益が継

続してマイナスであることから、帳簿価格を

回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損

失（16,893千円）として特別損失に計上いた

しました。

　その内訳は、建物附属設備9,278千円、器

具及び備品5,577千円、長期前払費用1,619千

円、電話加入権417千円であります。

 　　なお、当該資産グループの回収可能価額は

正味売却可能価額または使用価値により測

定しており、正味売却可能価額は主に減価

償却計算によって用いられている残存価値

を基に、使用価値については将来キャッ

シュ・フローを4.108％で割り引いて算定し

ております。

 　　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とし

て、また遊休資産については物件単位毎に

グルーピングしております。

 　　理由として、営業活動から生ずる損益が継

続してマイナスであることから、また、遊

休資産については今後の活用のめどがない

ことから帳簿価格を回収可能額まで減額し、

当該減少額を減損損失（26,359千円）とし

て特別損失に計上いたしました。

 　　その内訳は、建物 6,518千円、器具及び備

品 17,392千円、長期前払費用 12千円及び

電話加入権2,436千円であります。

 　　なお、当該資産グループの回収可能価額は

正味売却可能価額または使用価値により測

定しており、正味売却可能価額は主に減価

償却計算によって用いられている残存価値

を基に、使用価値については将来キャッ

シュ・フローを4.450％で割り引いて算定し

ております。

   

※６．当中間連結会計期間における税金費用

につきましては、簡便法による税効果を

適用しているため、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

しております。

※６．　　　　　　同左 ※６．　　　――――――――――　
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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３月１日　至　平成19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 12,779,280 － － 12,779,280

合計 12,779,280 － － 12,779,280

自己株式     

普通株式 7,359 － － 7,359

合計 7,359 － － 7,359

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

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 12,779,280 － － 12,779,280

合計 12,779,280 － － 12,779,280

自己株式     

普通株式　（注） 7,359 500 － 7,859

合計 7,359 500 － 7,859

　　　　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加500株(250株２口)は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　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３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）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式     

　普通株式　（注） 12,779,280 － － 12,779,280

合計 12,779,280 － － 12,779,280

自己株式     

普通株式 7,359 － － 7,359

合計 7,359 － － 7,359

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

（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

（平成19年８月31日現在） （平成20年８月31日現在） （平成20年２月29日現在）

現金及び預金勘定 1,339,844千円

現金及び現金同等物 1,339,844千円

現金及び預金勘定 1,394,726千円

現金及び現金同等物 1,394,726千円

現金及び預金勘定 1,303,727千円

現金及び現金同等物 1,303,727千円
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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）

　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

　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

　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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

車両運
搬具

23,351 14,583 8,767

合計 23,351 14,583 8,767

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

車両運
搬具

23,351 19,909 3,441

器具及
び備品

3,038 311 2,726

合計　 26,389 20,220 6,168

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運
搬具

23,351 16,582 6,768

合計 23,351 16,582 6,768

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

１年内 3,595千円

１年超 2,005千円

合計 5,600千円

１年内 2,116千円

１年超 2,792千円

合計 4,908千円

１年内 2,444千円

１年超 1,099千円

合計 3,543千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

支払リース料 2,034千円

減価償却費相当額 1,999千円

支払利息相当額 108千円

支払リース料 1,710千円

減価償却費相当額 1,798千円

支払利息相当額 95千円

支払リース料 4,091千円

減価償却費相当額 3,998千円

支払利息相当額 196千円

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

　リース期間を耐用年数とし、車両運搬具

については、残存価額を零とする定額法、

器具及び備品については、残存価額を10％

として計算した定率法による減価償却費相

当額に10／9を乗じる方法によっておりま

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おります。　　

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年８月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 54,893 98,135 43,241

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 54,893 98,135 43,241

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 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 3,800

出資金（投資事業有限責任組合） 4,556

合計 8,356

当中間連結会計期間末（平成20年８月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1)株式 54,567 71,268 16,700

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 54,567 71,268 16,700

  （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について326千円減損処理を行っております。

なお、当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場

合には全て減損処理を行い、保有株式の時価が１年連続して簿価の30～50％に下落している場合には当該決算

期末に減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 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 3,800

出資金（投資事業有限責任組合） 2,420

合計 6,220
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前連結会計年度末（平成20年２月29日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1)株式 54,893 79,163 24,269

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

合計 54,893 79,163 24,269

　（注）　当連結会計年度において、減損処理を行った有価証券はありません。

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

を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた額につ

いて減損処理を行っております。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 3,800

出資金（投資事業有限責任組合） 3,059

（デリバティブ取引関係）

　前中間連結会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）、当中間連結会計期間（平成20年３月１日から

平成20年８月31日まで）及び前連結会計年度（平成19年３月１日から平成20年２月29日まで）において、当社グループ

はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

（ストックオプション等関係）

　前中間連結会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）、当中間連結会計期間（平成20年３月１日から

平成20年８月31日まで）及び前連結会計年度（平成19年３月１日から平成20年２月29日まで）において、該当事項はあ

りません。
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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３月１日　至平成19年８月31日）

 
鮮魚事業
（千円）

飲食関連事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 8,451,789 827,140 9,278,929 － 9,278,929

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
194 20,679 20,873 (20,873) －

計 8,451,983 847,819 9,299,802 (20,873) 9,278,929

営業費用 8,220,166 737,503 8,957,670 236,701 9,194,372

営業利益 231,816 110,315 342,132 (257,575) 84,556

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）

 
鮮魚事業
（千円）

飲食関連事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 7,443,693 781,442 8,225,135 － 8,225,135

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 17,095 17,095 (17,095) －

計 7,443,693 798,538 8,242,231 (17,095) 8,225,135

営業費用 7,204,771 732,599 7,937,371 258,565 8,195,936

営業利益 238,921 65,938 304,859 (275,661) 29,198

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）

 
鮮魚事業
（千円）

飲食関連事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 16,785,356 1,674,504 18,459,860 － 18,459,860

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 41,589 41,589 (　41,589) －

計 16,785,356 1,716,093 18,501,450 (　41,589) 18,459,860

営業費用 16,195,959 1,567,396 17,763,355 485,213 18,248,568

営業利益 589,397 148,697 738,094 ( 526,802) 211,292
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（注）１．事業区分の方法

当社グループの事業区分は、形態別に区分しております。

２．事業の主な商品

事業区分 主要商品

鮮魚事業 ウナギ長焼、有頭ブラックタイガー、中トロ、にぎりパック

飲食関連事業 回転寿司、レストラン、不動産賃貸管理、事務代行業務

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

 
前中間連結会
計期間

当中間連結会
計期間

前連結会計年
度

主な内容

消去又は全社の項目に含

めた配賦不能営業費用の

金額（千円）

259,375 277,461 538,249
親会社本社の総務部門等管理

部門に係る費用であります。

４．会計処理の方法の変更

（前中間連結会計期間）

　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のとおり、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産につきましては、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。

なお、この変更に伴う各セグメントの損益に与える影響は軽微であります。

（前連結会計年度）

　当連結会計年度から、当社及び連結子会社は法人税法の改正（（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減価償却の方

法に変更しております。

　これにより鮮魚事業の営業利益が3,997千円、飲食事業の営業利益が2,593千円、また、全社の営業利益が471

千円それぞれ減少しております。

５．追加情報

（当中間連結会計期間）　

　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、当社及び連結子会社は、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３月31日以前に取得した有形固定資産について、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。

　なお、この変更に伴う各セグメントの損益に与える影響は軽微であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）、当中間連結会計期間（平成20年３月１

日から平成20年８月31日まで）及び前連結会計年度（平成19年３月１日から平成20年２月29日まで）において、

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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（平成19年３月１日から平成19年８月31日まで）、当中間連結会計期間（平成20年３月１

日から平成20年８月31日まで）及び前連結会計年度（平成19年３月１日から平成20年２月29日まで）において、

海外売上高がないため、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 50.38円

１株当たり中間純利益金額 0.70円

１株当たり純資産額 48.74円

１株当たり中間純損失金額 4.27円

１株当たり純資産額 53.37円

１株当たり当期純利益金額 4.57円

　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、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、１株当たり中間純損失で

あり、また、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失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（当期）純利益又は中間純損失（△）

（千円）
8,927 △54,577 58,404

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）純利益又は普通株式

に係る中間純損失（△）（千円）
8,927 △54,577 58,404

期中平均株式数（株） 12,771,921 12,771,629 12,771,921

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

(イ）（仕入実績及び販売実績）

(1）仕入実績

　当中間連結会計期間の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメント別

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）

前年同期比（％）

鮮魚事業（千円） 4,267,082 85.6

飲食関連事業（千円） 374,795 95.4

合計（千円） 4,641,877 86.3

　（注）１．鮮魚事業の仕入高は、生魚、冷凍品、塩干品等であります。

２．飲食関連事業の仕入高は、デベロッパー事業における商品仕入、及び飲食事業における食材仕入であります。

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

セグメント別

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）

前年同期比（％）

鮮魚事業（千円） 7,443,693 88.1

飲食関連事業（千円） 781,442 94.5

合計（千円） 8,225,135 88.6

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  1,298,350   1,365,400   1,274,389   

２．売掛金  759,981   883,036   668,060   

３．たな卸資産  95,307   80,755   88,484   

４．その他  93,607   105,902   82,066   

貸倒引当金  △670   △770   △580   

流動資産合計   2,246,577 63.7  2,434,325 67.9  2,112,420 63.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  267,051   265,611   276,663   

(2）器具及び備品  224,732   201,971   212,396   

(3）その他  734   455   605   

有形固定資産合計  492,519   468,038   489,665   

２．無形固定資産  25,774   22,948   24,671   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  106,491   77,488   86,022   

(2) 関係会社長期貸付金  345,000   250,000   280,000   

(3）敷金保証金  548,115   478,469   521,812   

(4）その他  128,580   124,872   133,969   

貸倒引当金  △363,923   △271,783   △316,835   

投資その他の資産合計  764,263   659,046   704,969   

固定資産合計   1,282,557 36.3  1,150,033 32.1  1,219,306 36.6

資産合計   3,529,134 100.0  3,584,358 100.0  3,331,726 100.0
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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（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  679,725   1,077,297   593,959   

２．短期借入金  500,000   300,000   500,000   

３．一年以内返済予定
    長期借入金

 192,000   192,000   192,000   

４．未払金  210,399   231,601   186,215   

５．未払法人税等  30,085   29,197   49,998   

６．賞与引当金  91,162   77,614   62,359   

７．その他 ※２ 144,505   219,843   131,788   

流動負債合計   1,847,877 52.4  2,127,554 59.3  1,716,320 51.5

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  1,012,000   820,000   916,000   

２．繰延税金負債  17,482   6,751   9,812   

固定負債合計   1,029,482 29.1  826,751 23.1  925,812 27.8

負債合計   2,877,359 81.5  2,954,306 82.4  2,642,133 79.3

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   941,031 26.7  941,031 26.2  941,031 28.2

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  1,029,015   1,029,015   1,029,015   

資本剰余金合計   1,029,015 29.1  1,029,015 28.7  1,029,015 30.9

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  14,000   14,000   14,000   

(2）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  △1,352,933   △1,358,759   △1,303,812   

利益剰余金合計   △1,338,933 △37.9  △1,344,759 △37.5  △1,289,812 △38.7

４．自己株式   △5,097 △0.1  △5,182 △0.1  △5,097 △0.1

株主資本合計   626,015 17.8  620,103 17.3  675,136 20.3

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  25,758 0.7  9,948 0.3  14,457 0.4

評価・換算差額等合計   25,758 0.7  9,948 0.3  14,457 0.4

純資産合計   651,774 18.5  630,052 17.6  689,593 20.7

負債純資産合計   3,529,134 100.0  3,584,358 100.0  3,331,726 100.0
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   9,135,308 100.0  8,087,501 100.0  18,165,307 100.0

Ⅱ　売上原価   5,298,559 58.0  4,573,484 56.6  10,459,602 57.6

売上総利益   3,836,748 42.0  3,514,016 43.4  7,705,704 42.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   3,801,138 41.6  3,528,694 43.6  7,594,113 41.8

営業利益又は営業損失
（△）

  35,610 0.4  △14,677 △0.2  111,591 0.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  10,070 0.1  9,411 0.1  17,546 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  46,498 0.5  31,726 0.4  79,692 0.4

経常利益又は経常損失
（△）

  △817 △0.0  △36,993 △0.5  49,444 0.3

Ⅵ　特別利益 ※３  44,412 0.5  44,479 0.5  91,591 0.5

Ⅶ　特別損失 ※4.5  18,208 0.2  44,114 0.5  46,050 0.3

税引前中間（当期）純利益
又は中間純損失(△)

  25,386 0.3  △36,628 △0.5  94,985 0.5

法人税、住民税及び事業税 ※６  18,251 0.2  18,318 0.2  38,730 0.2

中間（当期）純利益
又は中間純損失(△)

  7,135 0.1  △54,947 △0.7  56,255 0.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成19年3月1日　至　平成19年8月31日）

 株主資本

 資本金

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

繰　　越
利益剰余金

平成19年2月28日残高（千円） 941,031 1,029,015 1,029,015 14,000 △1,360,068 △1,346,068 △5,097 618,880

中間会計期間中の変動額         

中間純利益     7,135 7,135  7,135

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）

－ － － － 7,135 7,135 － 7,135

平成19年8月31日残高（千円） 941,031 1,029,015 1,029,015 14,000 △1,352,933 △1,338,933 △5,097 626,015

 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（千円） 36,369 36,369 655,250

中間会計期間中の変動額    

中間純利益   7,135

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

△10,611 △10,611 △10,611

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△10,611 △10,611 △3,476

平成19年8月31日残高（千円） 25,758 25,758 651,774
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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

繰　　越
利益剰余金

平成20年2月29日残高（千円） 941,031 1,029,015 1,029,015 14,000 △1,303,812 △1,289,812 △5,097 675,136

中間会計期間中の変動額         

中間純損失     △54,947 △54,947  △54,947

自己株式の取得       △85 △85

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）

－ － － － △54,947 △54,947 △85 △55,032

平成20年8月31日残高（千円） 941,031 1,029,015 1,029,015 14,000 △1,358,759 △1,344,759 △5,182 620,103

 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（千円） 14,457 14,457 689,593

中間会計期間中の変動額    

中間純損失   △54,947

自己株式の取得　   △85

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

△4,508 △4,508 △4,508

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△4,508 △4,508 △59,541

平成20年8月31日残高（千円） 9,948 9,948 630,052
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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

繰　　越
利益剰余金

平成19年2月28日残高（千円） 941,031 1,029,015 1,029,015 14,000 △1,360,068 △1,346,068 △5,097 618,880

事業年度中の変動額         

当期純利益     56,255 56,255  56,255

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）

－ － － － 56,255 56,255 － 56,255

平成20年2月29日残高（千円） 941,031 1,029,015 1,029,015 14,000 △1,303,812 △1,289,812 △5,097 675,136

 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（千円） 36,369 36,369 655,250

事業年度中の変動額    

当期純利益   56,255

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△21,912 △21,912 △21,912

事業年度中の変動額合計
（千円）

△21,912 △21,912 34,343

平成20年2月29日残高（千円） 14,457 14,457 689,593
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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

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）

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

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

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

本部商材

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

商品

本部商材

同左

(2) たな卸資産

商品

本部商材

同左

 店舗商材

最終仕入原価法による原価

法

　ただし、店舗における本

部商材については、倉庫か

らの最終払出原価により評

価しております。

店舗商材

同左

 

店舗商材

同左

 

 貯蔵品

最終仕入原価法による原価

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

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については定額法に

よっております。

　なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

 建物及び構築物 ３～47年

車両運搬具 ４年

器具及び備品 ２～10年

  

 ―――――――――― （追加情報）

　法人税法改正に伴い、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。

　これによる損益に与える影響は

軽微であります。

 

――――――――――　

 (2) 無形固定資産

　自社利用のソフトウエアについ

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) 長期前払費用

均等償却

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率を基礎とした将来の貸倒見

込率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき当中間会

計期間負担額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき当事業年

度の負担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

(1) 消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

同左

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）

（有形固定資産の減価償却の方法）

  当中間会計期間から、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

税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

　これによる損益に与える影響は軽微であり

ます。

 

─────────

（有形固定資産の減価償却の方法）

  当事業年度から、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

税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。

  これにより、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益はそれぞれ5,345千円減少してお

ります。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

（中間貸借対照表）

　前中間会計期間まで区分掲記していた「短期貸付金」（当中間会計

期間末の残高は2,381千円）は、金額的重要性が低くなったため、当中

間会計期間末から流動資産の「その他」に含めて表示することにしま

した。

 

──────────
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追加情報

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）

「継続企業の前提に関する重要な疑義を抱か

せる事象又は状況」の解消について

 

　当社は、前々事業年度まで３期連続して営

業損失を計上しておりました。前事業年度は

営業利益を計上することができましたが、「固

定資産の減損に係る会計基準」の適用に伴い

358百万円の減損損失を計上したこと等により、

391百万円の当期純損失となりました。当該状

況から、当社は「継続企業の前提に関する重

要な疑義を抱かせる事象又は状況」が存在し

ておりました。

　当社といたしましては、利益体質への転換

を図るため①経営体制刷新と組織変更②商材

の仕入コストの引き下げ③包装資材の低減④

物流センターの機能検討と経費削減⑤店舗要

員等の適正化による人件費の削減⑥配送形態

の変更による経費削減を実行し、利益体質へ

の改善を推進してまいりました。その結果、

当中間会計期間での営業利益は35百万円とな

り、前事業年度から継続して営業利益を計上

することができました。これにより当社の収

益構造は利益体質への転換が達成されたもの

と考えており、当中間会計期間において「継

続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる

事象又は状況」は解消したと判断しておりま

す。

　従いまして、前事業年度の財務諸表に注記

しておりました「継続企業の前提に関する重

要な疑義を抱かせる事象又は状況」に関する

注記については、当中間会計期間における中

間財務諸表には注記しておりません。

──────────

 

「継続企業の前提に関する重要な疑義を抱か

せる事象又は状況」の解消について

 

　当社は、前々事業年度まで３期連続して営

業損失を計上しておりました。前事業年度は

営業利益を計上することができましたが、「固

定資産の減損に係る会計基準」の適用に伴い

358百万円の減損損失を計上したこと等により、

391百万円の当期純損失となりました。当該状

況から、当社は「継続企業の前提に関する重

要な疑義を抱かせる事象又は状況」が存在し

ておりました。

　当社といたしましては、利益体質への転換

を図るため①経営体制刷新と組織変更②商材

の仕入コストの引き下げ③包装資材の低減④

物流センターの機能検討と経費削減⑤店舗要

員等の適正化による人件費の削減⑥配送形態

の変更による経費削減を実行し、利益体質へ

の改善を推進してまいりました。その結果、

当事業年度の営業利益は111百万円となり、前

事業年度から継続して営業利益を計上するこ

とができました。これにより当社の収益構造

は利益体質への転換が達成されたものと考え

ており、当事業年度において「継続企業の前

提に関する重要な疑義を抱かせる事象又は状

況」は解消したと判断しております。

　従いまして、前事業年度の財務諸表に注記

しておりました「継続企業の前提に関する重

要な疑義を抱かせる事象又は状況」に関する

注記については、当事業年度における財務諸

表には注記しておりません。
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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

1,855,251千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,822,257千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,821,148千円

※２．消費税等の取り扱い

　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。

※２．消費税等の取り扱い

同左

※２． 　────────

３．当座貸越契約

　　当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行１行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとおりであります。

３．当座貸越契約

　　当社は、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行２行と当座貸越契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当中間会計期間

末の借入未実行残高は次のとおりであります。

３．当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行１行と当座貸越契約を締結し

ております。これら契約に基づく当事業年

度末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 －千円

当座貸越極度額 700,000千円

借入実行残高 300,000千円

差引額 400,000千円

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 －千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

※１．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

※１．営業外収益のうち主要なものは次のと

おりであります。

　　受取利息 4,174千円

　　受取配当金 1,151千円

　　受取利息 3,226千円

　　受取配当金 1,241千円

　　受取利息 7,260千円

　　受取配当金 1,651千円

　　手数料収入 6,003千円

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

※２．営業外費用のうち主要なものは次のと

おりであります。

　　支払利息 32,609千円

　　投資有価証券運用損 9,033千円

　　支払利息 27,287千円 　　支払利息 63,246千円

　　投資有価証券運用損 10,529千円

※３．特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。

※３．特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。

※３．特別利益のうち主要なものは次のとお

りであります。

　　貸倒引当金戻入益 44,412千円 　　貸倒引当金戻入益 40,651千円 　　貸倒引当金戻入益 91,591千円

※４．特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。

※４．特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。

※４．特別損失のうち主要なものは次のとお

りであります。

　　固定資産除却損 4,521千円

　　関係会社整理損 1,528千円

　　リース解約損 2,778千円

　　減損損失 8,118千円

　　固定資産除却損 1,748千円

　　店舗撤退損 23,847千円

　　減損損失 16,893千円

　　固定資産除却損 6,139千円

　　店舗撤退損 7,423千円

　　減損損失 26,359千円
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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）

 ※５．減損損失

　当中間会計期間において、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。

 ※５．減損損失

　当中間会計期間において、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。

 ※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 種類 地域

店舗 器具及び備品
電話加入権

関東地区　15店舗

東海地区　 5店舗

中京地区　 3店舗

関西地区　 8店舗

中四国地区 4店舗

用途 種類 地域

店舗 建物附属設備
器具及び備品
長期前払費用
電話加入権

関東地区　 5店舗

関西地区　 1店舗

用途 種類 地域

店舗 建物
器具及び備品
長期前払費用
電話加入権

関東地区　19店舗

東海地区　 5店舗

中京地区　 3店舗

関西地区　 9店舗

中四国地区 4店舗

遊休資産 器具及び備品 関東地区　 1箇所

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として、また遊休資

産については物件単位毎にグルーピングしてお

ります。

　理由として、営業活動から生ずる損益が継

続してマイナスであることから、帳簿価格を

回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損

失（8,118千円）として特別損失に計上いたし

ました。

　その内訳は、器具及び備品5,682千円、電話

加入権2,436千円であります。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は

正味売却可能価額は使用価値により測定して

おりますが、将来キャッシュ・フローはマイ

ナスであるため、割引計算は行っておりませ

ん。

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として、また遊休資

産については物件単位毎にグルーピングしてお

ります。

　理由として、営業活動から生ずる損益が継

続してマイナスであることから、帳簿価格を

回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損

失（16,893千円）として特別損失に計上いた

しました。

　その内訳は、建物附属設備9,278千円、器具

及び備品5,577千円、長期前払費用1,619千円、

電話加入権417千円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は正

味売却可能価額または使用価値により測定して

おり、正味売却可能価額は主に減価償却計算に

よって用いられている残存価値を基に、使用価

値については将来キャッシュ・フローを

4.108％で割り引いて算定しております。

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として、また遊休資

産については物件単位毎にグルーピングしてお

ります。

理由として、営業活動から生ずる損益が継続

してマイナスであることから、また、遊休資産

については今後の活用のめどがないことから帳

簿価格を回収可能額まで減額し、当該減少額を

減損損失（26,359千円）として特別損失に計上

いたしました。

その内訳は、建物6,518千円、器具及び備

品 17,392千円、長期前払費用12千円及び電話

加入権 2,436千円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は正

味売却可能価額または使用価値により測定して

おり、正味売却可能価額は主に減価償却計算に

よって用いられている残存価値を基に、使用価

値については将来キャッシュ・フローを

4.450％で割り引いて算定しております。

 

※６．当中間会計期間における税金費用につ

きましては、簡便法による税効果会計を

適用しているため、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

しております。

 

 

※６．　　　　　　同左

 

 

 

※６．　　　――――――――――

 

 

７．減価償却実施額 ７．減価償却実施額 ７．減価償却実施額

　有形固定資産 62,194千円

　無形固定資産 1,541千円

　有形固定資産 64,033千円

　無形固定資産 1,655千円

　有形固定資産 138,990千円

　無形固定資産 3,181千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

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）

普通株式 7,359 － － 7,359

合計 7,359 － － 7,359

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）

普通株式（注） 7,359 500 － 7,859

合計 7,359 500 － 7,859

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加500株(250株２口)は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

前事業年度（自　平成19年３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）

普通株式 7,359 － － 7,359

合計 7,359 － － 7,359
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　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

　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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

車両運
搬具

23,351 14,583 8,767

合計 23,351 14,583 8,767

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

車両運
搬具

23,351 19,909 3,441

器具及
び備品

3,038 311 2,726

合計 26,389 20,220 6,168

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運
搬具

23,351 16,582 6,768

合計 23,351 16,582 6,768

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

１年内 3,595千円

１年超 2,005千円

合計 5,600千円

１年内 2,116千円

１年超 2,792千円

合計 4,908千円

１年内 2,444千円

１年超 1,099千円

合計 3,543千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

支払リース料 2,034千円

減価償却費相当額 1,999千円

支払利息相当額 108千円

支払リース料 1,710千円

減価償却費相当額 1,798千円

支払利息相当額 95千円

支払リース料 4,091千円

減価償却費相当額 3,998千円

支払利息相当額 196千円

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

　リース期間を耐用年数とし、車両運搬具

については、残存価額を零とする定額法、

器具及び備品については、残存価額を10％

として計算した定率法による減価償却費相

当額に10／9を乗じる方法によっておりま

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おります。

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左

（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、子会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 51.03円

１株当たり中間純利益金額 0.56円

１株当たり純資産額 49.33円

１株当たり中間純損失金額 4.30円

１株当たり純資産額 53.99円

１株当たり当期純利益金額 4.40円

　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、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、１株当たり中間純損失で

あり、また、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失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３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）

（千円）
7,135 △54,947 56,255

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）純利益又は普通株式

に係る中間純損失（△）（千円）
7,135 △54,947 56,255

期中平均株式数（株） 12,771,921 12,771,629 12,771,921

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

６．その他
　特記事項はありません。
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