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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)

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 24,154 △2.2 470 △26.7 307 5.5 264 ─
19年８月中間期 24,694 △1.1 642 98.6 291 9.3 △770 ─
20年２月期 50,763 ― 1,361 ― 619 ― 902 ―

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 70 ─
19年８月中間期 △17 11 ─
20年２月期 19 26 ─
(参考) 持分法投資損益 20年８月中間期 27百万円 19年８月中間期 32百万円 20年２月期 55百万円

(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 52,339 18,855 36.0 335 46
19年８月中間期 54,666 13,587 24.9 302 05
20年２月期 56,116 18,796 33.5 334 21
(参考) 自己資本 20年8月中間期18,855百万円 19年８月中間期13,587百万円 20年２月期18,796百万円

(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 610 △197 △3,271 1,597
19年８月中間期 485 650 △1,426 1,462
20年２月期 1,528 3,037 △1,862 4,456

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 ─ 3 00 3 00
21年２月期(実績) ─ ─
21年２月期(予想) ─ 3 00 3 00

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通 期 50,800 0.1 1,250 △8.2 660 6.5 500 △44.6 8 90
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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         無 

  

 
(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、30ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

  

1. 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. 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 

上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の
業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料の4ページをご参照ください。 

(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 56,618,887株 19年８月中間期 45,348,887株 20年２月期 56,618,887株

② 期末自己株式数 20年８月中間期 410,763株 19年８月中間期 363,219株 20年２月期 377,933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)

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 17,516 △1.5 109 △23.1 272 747.2 225 ─
19年８月中間期 17,774 △3.5 141 △40.7 32 △82.9 △989 ─
20年２月期 36,775 ― 335 ― 520 ― 784 ―

１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭
20年８月中間期 4 01
19年８月中間期 △21 99
20年２月期 16 74

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 45,445 18,160 40.0 323 10
19年８月中間期 38,209 12,817 33.5 284 93
20年２月期 40,084 18,136 45.2 322 48
(参考) 自己資本 20年８月中間期18,160百万円 19年８月中間期12,817百万円 20年２月期18,136百万円

(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通 期 36,800 0.1 260 △22.5 560 7.6 450 △42.6 8 01
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当中間連結会計期間における日本経済は、米国に端を発したサブプライム問題による金融・株式市場

の混乱、円高の進行、原油の高騰による原材料・エネルギー価格高などが企業収益や家計に影響を与

え、景気は回復の停滞状態から徐々に弱含みへと変動してまいりました。 

 こうした中、当社グループの主たる事業分野であります百貨店業界におきましては、ガソリンや食品

価格の上昇、所得の伸び悩み、雇用改善の足踏みなどといった消費マインドの低下要因もあり、全国百

貨店売上高は６ヶ月連続の前年割れという結果となりました。 

 名古屋地区に目を向けますと、名古屋駅前地区につきましては昨年の再開発効果による売上実績が重

く、また当社が位置します栄地区におきましても消費や商環境を取り巻く厳しい状況変化の影響を受

け、全国と同様な推移となりました。 

 このような状況下、当社グループは業績の向上と経営の効率化を目標に、引き続き様々な諸課題への

対応と継続的な収益構造の改革による財務基盤の強化に取り組んでまいりましたが、当中間連結会計期

間のグループの売上高は241億５千４百万円（前年同期比97.8%）となりました。利益面につきまして

は、営業利益は４億７千万円（前年同期比73.3％）、経常利益は３億７百万円（前年同期比105.5％）

となりました。また特別利益として役員退職慰労引当金戻入額など６千７百万円を計上する一方、特別

損失として固定資産廃却損など１億１千９百万円を計上しました結果、中間純利益は２億６千４百万円

（前年同期比10億３千４百万円の増加）となりました。 

 当社の業績につきましては、売上高は175億１千６百万円（前年同期比98.5％）となりました。利益

面につきましては、営業利益は１億９百万円（前年同期比76.9％）、経常利益は栄インベストメント有

限会社との匿名組合契約における損益配分を、会計年度と同一とした年1回から2回へと変更し、中間配

分を受け取ることになったため２億７千２百万円（前年同期比847.2％）となりました。また特別利益

として役員退職慰労引当金戻入額３千万円を計上する一方、特別損失として固定資産廃却損など１億１

百万円を計上しました結果、中間純利益は２億２千５百万円（前年同期比12億１千５百万円の増加）と

なりました。 

  

事業のセグメント別の売上高、その他の概況は次のとおりであります。 

【百貨店業】 

 百貨店業におきましては、食料品および婦人服フロアを中心としたリニューアルを実施し、特に当社

のストロングポイントであります婦人ヤング・キャリア衣料につきましては、スクラップ＆ビルドによ

るブランドの再編成を行うなど、当社の特徴をさらに活かすべく積極的な売場の再構築に取り組みまし

た。 

 また、本年は会社設立65周年に当たり「いままでも これからも。65thANNIVERSARY」をキャッチフレ

ーズに全館的な記念催事やイベントを開催し、集客の向上と売上の拡大を図りました。 

 加えて、ISO14001取得企業としてレジ袋削減など、営業活動を通した環境保全への取り組みにも積極

的に参画いたしました。 

 一方、株式会社豊橋丸栄におきましては、婦人雑貨および婦人ミセス衣料のフロアをリニューアルす

るとともに、様々な魅力ある催事を開催いたしました。特に「コーチ」を導入することにより豊橋地区

での存在感のアップと地域他店との差別化を図り、新規顧客の獲得と相乗効果による店全体の売上の嵩

上げを目指しました。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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 しかし、グループ百貨店業の売上高は216億３千９百万円（前年同期比98.3％）となりました。利益

面につきましては、さらなる経費の圧縮に努めましたものの、営業利益は１千２百万円（前年同期比

22.2％）と厳しい結果になりました。 

【不動産賃貸業】 

 不動産賃貸業におきましては、新規テナントの導入を図るとともに、オフィスの稼働率向上に取り組

みましたが、売上高は11億４百万円（前年同期比82.1％）、営業利益は３億１百万円（前年同期比

50.7％）となりました。 

【運送業】 

 運送業におきましては、売上高は６億２千６百万円（前年同期比102.2％）となりましたが、利益面

では同業他社との激しい競合による利益率の低下や燃料費の高騰などにより、営業利益は１千５百万円

（前年同期比67.0％）となりました。 

【その他の事業】 

 その他の事業につきましては、飲食業におきまして積極的な新規店舗のオープンと営業活動の強化に

より、売上高は７億８千４百万円（前年同期比108.4％）となりましたが、利益面では一層の経費の削

減に取り組みましたものの、原材料費等の高騰を吸収しきれず、営業損失２千６百万円（前年同期比５

百万円の損失減少）となりました。 

 

通期の見通し 

 下半期の経済環境につきましては、金融市場の混乱による世界的な景気減速感の強まり、企業収益の

減少、政局の混迷などの影響による景気の下振れが懸念されます。 

 百貨店業界におきましても、業種・業態を超えた競争の激化に加え、引き続く商品・エネルギー価格

高、国内景気の後退懸念など個人消費に悪影響を及ぼす不安材料も多く、先行きはますます予断を許さ

ない状況となっています。 

 こうした中、当社は「会社設立65周年」を販売促進活動の機軸に据え、引き続き様々な記念催事やイ

ベントを企画・開催いたしますと同時に、婦人ヤング・キャリア衣料ブランドの展開強化、食料品フロ

アの継続的なリニューアルを行い、「店舗環境」、「品揃え」、「サービス」の充実を図ってまいりま

す。 

 さらに、「食の安全」の問題につきましても、当社の食品品質基準に基づいて引き続き管理・チェッ

ク体制を強化し、お客様により信頼され、支持される店づくりに邁進してまいります。 

 また、当社グループにおきましても、内部統制機能の強化、グループ全体の経営資源のさらなる効率

的な活用を図り、様々な外部環境の変化に対応できる経営基盤づくりに取り組んでまいります。 

 これらにより、平成21年２月期における連結業績の見通しにつきましては、売上高は508億円、営業

利益は12億５千万円、経常利益は６億６千万円、また、当期純利益は５億円をそれぞれ見込んでおりま

す。 
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当中間連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産523億３千９百万円（前連結会計年度末比

37億７千６百万円減）、負債の部合計334億８千４百万円（前連結会計年度末比38億３千５百万円減）

となり、純資産の部合計は188億５千５百万円（前連結会計年度末比５千９百万円増）となりました。 

また、連結キャッシュ・フローにつきましては、以下のとおりであります。 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に

比べ28億５千８百万円減少し、15億９千７百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、６億１千万円となりました。（前年同期と比べ１億２千４百万円の

増加） 

 これは、主に税金等調整前中間純利益２億５千６百万円と減価償却費５億８千７百万円の調整による

増加、また仕入債務の減少額３億１千万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、１億９千７百万円となりました。（前年同期は６億５千万円の収

入） 

 これは、主に有形固定資産の取得による支出３億５千５百万円、また定期預金の払戻による収入１億

３千６百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、32億７千１百万円となりました。（前年同期と比べ18億４千５百万

円の支出増） 

 これは、主に長期借入金の返済による支出111億４千６百万円により減少し、長期借入による収入72

億１千万円により増加したことによるものです。 

当社は、将来を見据え経営基盤の強化を図りつつ、安定的な利益配分を行うことを第一に、当社グル

ープの業績及び経済情勢等を勘案しながら、適正な利益配分を行なうことを基本方針としております。

従いまして、利益の確保と自己資本の充実を図りつつ、配当水準の維持・向上に努めてまいります。 

  なお、当中間期は、剰余金の配当を見送りさせていただきます。 

 また、期末の剰余金の配当につきましては、１株当たり３円を予定致しております。 

(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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最近の有価証券報告書（平成20年５月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会

社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

平成19年２月期決算短信(平成19年４月26日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため

開示を省略します。 

当該決算短信は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 (東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）) 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

２ 企業集団の状況

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針、中長期的な会社の経営戦略、会社の対処すべき課題
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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 1,625 1,658 4,641
 ２ 受取手形及び 
   売掛金 ※２ 1,429 1,210 1,407

 ３ たな卸資産 1,552 1,448 1,548

 ４ 繰延税金資産 275 203 173

 ５ その他 1,088 1,133 1,162

 ６ 貸倒引当金 △16 △14 △17

   流動資産合計 5,954 10.9 5,638 10.8 8,917 15.9

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物 ※１ 34,139 33,262 33,164
    減価償却 
    累計額 18,025 16,113 18,475 14,786 18,004 15,160

  ２ 器具及び備品 1,815 1,901 1,829
    減価償却 
    累計額 1,380 435 1,438 462 1,398 430

  ３ 土地 ※１ 28,154 27,550 27,550

  ４ その他 172 121 158
    減価償却 
    累計額 108 64 108 12 107 51

   有形固定資産 
   合計 44,768 42,812 43,192

 (2) 無形固定資産 72 139 142
 (3) 投資その他の 
   資産

  １ 投資有価証券 ※１ 2,710 2,689 2,707

  ２ 長期貸付金 19 18 19

  ３ 差入保証金 633 534 609

  ４ 長期未収入金 17 15 16

  ５ 繰延税金資産 98 86 103

  ６ その他 427 399 396

  ７ 貸倒引当金 △55 △26 △26
   投資その他の 
   資産合計 3,851 3,718 3,827

   固定資産合計 48,692 89.1 46,670 89.2 47,162 84.0

Ⅲ 繰延資産

  １ 社債発行費 19 31 35

   繰延資産合計 19 0.0 31 0.0 35 0.1

   資産合計 54,666 100.0 52,339 100.0 56,116 100.0
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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 3,754 3,516 3,827

 ２ 短期借入金 ※１ 2,332 2,673 1,480

 ３ １年以内 
   返済予定の 
   長期借入金

※１ 5,239 4,213 12,404

 ４ １年以内 
   償還予定の 
   社債

440 650 670

 ５ 未払費用 442 495 608

 ６ 未払法人税等 16 14 24

 ７ 賞与引当金 12 12 4
 ８ ポイント金券 
   引当金 57 62 59

 ９ 未使用商品券等 
   引当金 933 774 845

 10 その他 2,638 2,629 2,693

   流動負債合計 15,867 29.0 15,042 28.8 22,616 40.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 1,050 1,400 1,725

 ２ 長期借入金 ※１ 16,741 9,837 5,582

 ３ 再評価に係る 
   繰延税金負債 4,699 4,576 4,576

 ４ 繰延税金負債 896 876 890

 ５ 退職給付引当金 539 588 569
 ６ 役員退職慰労 
   引当金 243 129 264

 ７ 預り保証金 987 845 873

 ８ その他 52 188 222

   固定負債合計 25,211 46.1 18,441 35.2 14,703 26.2

   負債合計 41,078 75.1 33,484 64.0 37,320 66.5
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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 

(％)

純資産の部

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 4,681 8.6 6,462 12.3 6,462 11.5

 ２ 資本剰余金 1,993 3.6 3,774 7.2 3,774 6.7

 ３ 利益剰余金 129 0.2 1,961 3.7 1,866 3.4

 ４ 自己株式 △80 △0.1 △95 △0.1 △85 △0.2

   株主資本合計 6,724 12.3 12,102 23.1 12,017 21.4

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金 48 0.1 1 0.0 27 0.1

 ２ 土地再評価 
   差額金 6,815 12.5 6,751 12.9 6,751 12.0

   評価・換算差額 
   等合計 6,863 12.6 6,752 12.9 6,778 12.1

   純資産合計 13,587 24.9 18,855 36.0 18,796 33.5

   負債及び純資産 
   合計 54,666 100.0 52,339 100.0 56,116 100.0
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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 24,694 100.0 24,154 100.0 50,763 100.0

Ⅱ 売上原価 19,087 77.3 18,828 78.0 39,432 77.7

   売上総利益 5,606 22.7 5,325 22.0 11,330 22.3

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

 １ 広告宣伝費 308 260 616

 ２ 集金手数料 116 117 235

 ３ 役員報酬及び 
   従業員給料手当 1,995 1,968 3,908

 ４ 従業員賞与金 61 71 237

 ５ 賞与引当金 
   繰入額 12 11 4

 ６ 退職給付費用 86 86 188

 ７ 役員退職慰労 
   引当金繰入額 17 9 38

 ８ 福利厚生費 225 225 461

 ９ 賃借料 602 568 1,193

 10 光熱費 237 243 470

 11 諸税 131 128 262

 12 減価償却費 405 439 813

 13 その他 764 4,964 20.1 723 4,855 20.1 1,538 9,968 19.6

   営業利益 642 2.6 470 1.9 1,361 2.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 14 8 21

 ２ 受取配当金 24 15 26

 ３ 売場改装協力金 48 107 98

 ４ 持分法による 
   投資利益 32 27 55

 ５ 雑収益 46 167 0.7 31 190 0.8 91 292 0.5
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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 

(％)

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 394 244 763

 ２ 雑費用 123 518 2.1 108 353 1.4 271 1,034 2.0

   経常利益 291 1.2 307 1.3 619 1.2

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※１ ─ ─ 1,803

 ２ 投資有価証券 
   売却益 680 3 680

 ３ 役員退職慰労 
   引当金戻入額 ─ 64 ─

 ４ その他 ─ 680 2.7 ─ 67 0.3 1 2,484 4.9

Ⅶ 特別損失

 １ 役員退職慰労 
   引当金繰入額 248 ─ 248

 ２ 固定資産廃却損 ※２ 111 107 383

 ３ 貸倒引当金 
   繰入額 1 0 1

 ４ 未使用商品券等 
   引当金繰入額 1,045 ─ 1,045

 ５ リース解約損 117 ─ ─

 ６ その他 7 1,531 6.2 11 119 0.5 335 2,013 3.9

   税金等調整前 
   中間(当期) 
   純利益又は 
   税金等調整前 
   中間純損失(△)

△559 △2.3 256 1.1 1,091 2.2

   法人税、住民税 
   及び事業税 4 4 8

   法人税等調整額 205 210 0.8 △12 △8 △0.0 179 188 0.4

   中間(当期) 
   純利益又は 
   中間純損失(△)

△770 △3.1 264 1.1 902 1.8
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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) 4,681 1,993 1,034 △65 7,643

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △135 △135

 中間純損失 △770 △770

 自己株式の取得 △14 △14

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) ─ ─ △905 △14 △919

平成19年８月31日残高(百万円) 4,681 1,993 129 △80 6,724

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
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) 82 6,815 6,897 14,541

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ─ △135

 中間純損失 ─ △770

 自己株式の取得 ─ △14

 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) △34 △34 △34

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △34 ─ △34 △953

平成19年８月31日残高(百万円) 48 6,815 6,863 13,587
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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) 6,462 3,774 1,866 △85 12,017

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △168 △168

 中間純利益 264 264

 自己株式の取得 △10 △10

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) ─ ─ 95 △10 84

平成20年８月31日残高(百万円) 6,462 3,774 1,961 △95 12,102

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
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) 27 6,751 6,778 18,796

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ─ △168

 中間純利益 ─ 264

 自己株式の取得 ─ △10

 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) △25 △25 △25

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △25 ─ △25 59

平成20年８月31日残高(百万円) 1 6,751 6,752 18,855
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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) 4,681 1,993 1,034 △65 7,643

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 1,780 1,780 3,561

 剰余金の配当 △135 △135

 当期純利益 902 902

 自己株式の取得 △19 △19

 土地再評価差額金の取崩 64 64

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 1,780 1,780 831 △19 4,373

平成20年２月29日残高(百万円) 6,462 3,774 1,866 △85 12,017

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
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) 82 6,815 6,897 14,541

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 ─ 3,561

 剰余金の配当 ─ △135

 当期純利益 ─ 902

 自己株式の取得 ─ △19

 土地再評価差額金の取崩 ─ 64

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) △54 △64 △119 △119

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) △54 △64 △119 4,254

平成20年２月29日残高(百万円) 27 6,751 6,778 18,796
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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(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
   税金等調整前中間(当期) 
   純利益又は税金等調整前 
   中間純損失(△)

△559 256 1,091

   減価償却費 571 587 1,146

   減損損失 ─ 11 7

   負ののれん償却額 △8 ─ △16

   貸倒引当金の増減額 2 △ 2 △26

   賞与引当金の増加額 8 7 0

   未使用商品券等引当金の 
   増減額 933 △ 71 845

   退職給付引当金の増加額 0 19 30

   役員退職慰労引当金の 
   増減額 243 △134 264

   受取利息及び受取配当金 △39 △24 △47

   支払利息 394 244 763

   固定資産売却益 ─ ─ △1,803

   固定資産廃却損 111 107 383

   投資有価証券売却益 △680 △3 △680

   売上債権の増減額 △ 17 197 3

   たな卸資産の減少額 112 100 116

   仕入債務の減少額 △512 △310 △440

   未払消費税等の減少額 △ 8 △ 15 △6

   その他 298 △ 47 622

   小計 851 922 2,253

   利息及び配当金の受取額 43 30 52

   利息の支払額 △395 △334 △753

   法人税等の支払額 △14 △8 △24

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 485 610 1,528
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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(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
   定期預金の預入 
   による支出 △27 △11 △54

   定期預金の払戻 
   による収入 46 136 51

   投資有価証券の取得 
   による支出 △376 △6 △378

   投資有価証券の売却 
   による収入 735 10 735

   投資有価証券の償還 
   による収入 500 ─ 500

   有形固定資産の取得 
   による支出 △182 △355 △341

   有形固定資産の売却 
   による収入 0 0 2,826

   有形固定資産の廃却 
   に伴う支出 △33 △13 △128

   無形固定資産の取得 
   による支出 ─ △5 △71

   貸付金による支出 ─ △1 △3

   貸付金の回収による収入 0 2 2

   差入保証金の差入れ 
   による支出 ─ △3 △2

   差入保証金の返還 
   による収入 5 79 32

   預り保証金の返還 
   による支出 △41 △38 △187

   預り保証金の受入 
   による収入 18 10 49

   その他 5 ─ 6

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 650 △197 3,037

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入金の純増加額 966 1,193 113

   長期借入による収入 650 7,210 1,250

   長期借入金の返済 
   による支出 △3,166 △11,146 △7,755

   社債の発行による収入 491 ─ 1,721

   社債の償還による支出 △220 △345 △565

   自己株式の取得 
   による支出 △14 △10 △19

   株式の発行による収入 ─ ─ 3,537

     配当金の支払額 △133 △167 △134

   その他 ─ △5 △10

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー △1,426 △3,271 △1,862

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増減額 △290 △2,858 2,703

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 1,753 4,456 1,753

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 1,462 1,597 4,456
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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

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

① 連結子会社の数 ６社
  連結子会社の名称
   ㈱豊橋丸栄、㈱国際
フードサービス、㈱栄
工社、㈱丸栄友の会、
栄インベストメント
㈲、栄インベストメン
ト有限責任中間法人

① 連結子会社の数 ６社
  連結子会社の名称
   ㈱豊橋丸栄、㈱国際
フードサービス、㈱栄
工社、㈱丸栄友の会、
栄インベストメント
㈲、栄インベストメン
ト有限責任中間法人  

① 連結子会社の数 ７社
  連結子会社の名称
   ㈱豊橋丸栄、㈱丸栄
豊橋、㈱国際フードサ
ービス、㈱栄工社、㈱
丸栄友の会、栄インベ
ストメント㈲、栄イン
ベストメント有限責任
中間法人 
 ㈱丸栄豊橋（旧㈱豊
橋丸栄）は、平成20年
２月１日、会社分割に
より新規設立された㈱
豊橋丸栄に全ての事業
を引き継ぐとともに社
名を変更したものであ
る。

② 非連結子会社の名称
   ㈱ファミリーフード
 なお、上記非連結子会社
１社の総資産、売上高、中
間純損益及び利益剰余金等
のうち持分に見合う額は連
結会社のそれら合計額に比
し、小規模であり、全体と
しても中間連結財務諸表に
重要な影響を及ぼしていな
いので、連結の範囲には含
めていない。

② 非連結子会社の名称
   ㈱ファミリーフード

 同左

② 非連結子会社の名称
   ㈱ファミリーフード
 上記非連結子会社１社の
総資産、売上高、当期純損
益及び利益剰余金等のうち
持分に見合う額は連結会社
のそれら合計額に比し、小
規模であり、全体としても
連結財務諸表に重要な影響
を及ぼしていないので、連
結の範囲には含めていな
い。

(2) 持分法の適用に関
する事項

① 持分法適用の関連会社
数        １社
  会社名
  栄地下センター㈱

① 持分法適用の関連会社
数        １社
  会社名
  栄地下センター㈱

① 持分法適用の関連会社
数        １社
  会社名
  栄地下センター㈱

② 持分法を適用していな
い非連結子会社の名称
  ㈱ファミリーフード
 また、持分法を適用して
いない非連結子会社１社の
中間純損益及び利益剰余金
等のうち持分に見合う額の
合計額は、小規模であり、
全体としても連結純損益及
び連結利益剰余金等に重要
な影響を及ぼしていないた
め、持分法の適用から除い
ている。

② 持分法を適用していな
い非連結子会社の名称
  ㈱ファミリーフード

 同左

② 持分法を適用していな
い非連結子会社の名称
  ㈱ファミリーフード
 また、持分法を適用して
いない非連結子会社１社の
当期純損益及び利益剰余金
等のうち持分に見合う額
は、小規模であり、全体と
しても連結当期純損益及び
連結利益剰余金に重要な影
響を及ぼしていないため、
持分法の適用から除いてい
る。
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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)

(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、栄インベストメント㈲
（７月31日）及び栄インベ
ストメント有限責任中間法
人（７月31日）を除き、中
間連結決算日と一致してい
る。なお、上記連結子会社
２社については、同社の中
間決算日現在の中間財務諸
表を使用して連結決算を行
っている。 
 

連結子会社の中間決算日
は、栄インベストメント㈲
（６月30日）及び栄インベ
ストメント有限責任中間法
人（６月30日）を除き、中
間連結決算日と一致してい
る。なお、上記連結子会社
２社については、同社の中
間決算日現在の中間財務諸
表を使用して連結決算を行
っており、中間連結決算日
との間に生じた重要な取引
については、連結上必要な
調整を行っている。なお、
栄インベストメント㈲及び
栄インベストメント有限責
任中間法人は、当中間連結
会計期間より中間決算日を
変更している。

連結子会社の決算日は、栄
インベストメント㈲（１月
31日）及び栄インベストメ
ント有限責任中間法人（１
月31日）を除き、連結決算
日と一致している。なお、
上記連結子会社２社につい
ては、同社の決算日現在の
財務諸表を使用して連結決
算を行っている。

(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
  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
り算定している)

① 重要な資産の評価基準
及び評価方法
  有価証券
  その他有価証券
   時価のあるもの

同左

① 重要な資産の評価基準
及び評価方法
  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
定している)

   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

  デリバティブ 
   時価法

  デリバティブ
同左

  デリバティブ
同左

  たな卸資産
   商品については、主
として売価還元法によ
る原価法

   その他のたな卸資産
については先入先出法
による原価法

  たな卸資産
同左

  たな卸資産
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
減価償却の方法
 有形固定資産
 建物
  平成19年３月31日以前
に取得したものについて
は、主に旧定額法によっ
ている。 
 平成19年４月１日以降
に取得したものについて
は、主に定額法によって
いる。 
 なお、平成10年度の税
制改正により、耐用年数
の短縮が行なわれている
が、改正前の耐用年数を
継続して適用している。

 その他
  平成19年３月31日以前
に取得したものについて
は、主に旧定率法によっ
ている。 
 平成19年４月１日以降
に取得したものについて
は、主に定率法によって
いる。

② 重要な減価償却資産の
減価償却の方法
 有形固定資産

同左
  

② 重要な減価償却資産の
減価償却の方法
  有形固定資産
  建物
   平成19年３月31日以
前に取得したものにつ
いては、主として旧定
額法、平成19年４月１
日以降に取得したもの
については、主として
定額法 
 なお、平成10年度の
税制改正により、耐用
年数の短縮が行なわれ
ているが、改正前の耐
用年数を継続して適用
している。

  その他
   平成19年３月31日以
前に取得したものにつ
いては、主として旧定
率法、平成19年４月１
日以降に取得したもの
については、主として
定率法

  無形固定資産
  定額法
   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

  無形固定資産
同左

  無形固定資産
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)

③ 重要な繰延資産の処理
方法
 社債発行費
  社債の償還期間にわた
り、定額法により償却
（月割償却）している。
なお、会社法施行前に発
生した社債発行費につい
ては、３年間で均等償却
している。

③ 重要な繰延資産の処理
方法
 社債発行費
  社債の償還期間にわた
り、定額法により償却
（月割償却）している。
  

③ 重要な繰延資産の処理
方法
 社債発行費
  社債の償還期間にわた
り、定額法により償却
（月割償却）している。
なお、会社法施行前に発
生した社債発行費につい
ては、３年間で均等償却
している。

――― ―――  株式交付費
  支出時に全額費用とし
ている。

④ 重要な引当金の計上基
準
  貸倒引当金
   将来における債権の
貸倒れによる損失に備
えるため、一般債権に
ついては、貸倒実績率
による計算額を、貸倒
懸念債権等特定の債権
については、個別に回
収可能性を検討し回収
不能見込額を計上して
いる。

④ 重要な引当金の計上基
準
  貸倒引当金

同左

④ 重要な引当金の計上基
準
  貸倒引当金

同左

  賞与引当金
   従業員に対する賞与
の支出に備えるため
に、賞与支給見込額を
計上している。

  賞与引当金
同左

  賞与引当金
同左

  ポイント金券引当金
   ポイントカードの使
用により付与されたポ
イントの将来の使用に
備えるため、当中間連
結会計期間末における
ポイント金券残高に対
する将来使用されると
見込まれる額のうち費
用負担となる原価相当
額を計上している。

  ポイント金券引当金
同左

  ポイント金券引当金
   ポイントカードの使
用により付与されたポ
イントの将来の使用に
備えるため、連結会計
年度末におけるポイン
ト金券残高に対する将
来使用されると見込ま
れる額のうち費用負担
となる原価相当額を計
上している。

  未使用商品券等引当金
   当社グループが発行
している商品券等の未
使用分のうち、過年度
において発行から一定
期間経過後収益に計上
したものについて、将
来の使用に備えるた
め、過去の実績に基づ
く将来の使用見込額を
計上している。

  未使用商品券等引当金
同左

   

  未使用商品券等引当金
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)

  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
ている。

   なお、会計基準変更
時差異については、15
年償却することとし、
当中間連結会計期間に
おいてその２分の１を
販売費及び一般管理費
に計上している。

   数理計算上の差異
は、各連結会計年度の
発生時における従業員
の平均残存勤務期間以
内の一定の年数(12年)
による定額法により按
分した額をそれぞれ発
生の翌連結会計年度よ
り費用処理している。

  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
ている。

   なお、会計基準変更
時差異については、15
年償却することとし、
当中間連結会計期間に
おいてその２分の１を
販売費及び一般管理費
に計上している。

   数理計算上の差異
は、各連結会計年度の
発生時における従業員
の平均残存勤務期間以
内の一定の年数(11年)
による定額法により按
分した額をそれぞれ発
生の翌連結会計年度よ
り費用処理している。

  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
連結会計年度末におい
て発生していると認め
られる額を計上してい
る。

   なお、会計基準変更
時差異については、15
年償却することとし、
当連結会計年度におい
て販売費及び一般管理
費に計上している。

   数理計算上の差異
は、各連結会計年度の
発生時における従業員
の平均残存勤務期間以
内の一定の年数(11年)
による定額法により按
分した額をそれぞれ発
生の翌連結会計年度よ
り費用処理している。

  役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の
支給に備えるため、内
規に基づく当中間連結
会計期間末要支給見積
額を計上している。

  役員退職慰労引当金
同左

   

  役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の
支給に備えるため、内
規に基づく当連結会計
年度末要支給見積額を
計上している。

⑤ 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
理によっている。

⑤ 重要なリース取引の処
理方法

同左

⑤ 重要なリース取引の処
理方法

同左

⑥ 重要なヘッジ会計の方
法
  繰延ヘッジ等のヘッジ
会計の方法
   繰延ヘッジ処理を採
用している。

   金利スワップ及び金
利キャップについては
特例処理の要件を満た
している場合は特例処
理を採用している。

⑥ 重要なヘッジ会計の方
法
  繰延ヘッジ等のヘッジ
会計の方法
   繰延ヘッジ処理を採
用している。

   金利スワップについ
ては特例処理の要件を
満たしている場合は特
例処理を採用してい
る。

⑥ 重要なヘッジ会計の方
法
  繰延ヘッジ等のヘッジ
会計の方法
   繰延ヘッジ処理を採
用している。

   金利スワップ及び金
利キャップについては
特例処理の要件を満た
している場合は特例処
理を採用している。

  ヘッジ手段とヘッジ対
象

   ヘッジ手段
    デリバティブ取引

(金利スワップ及
び金利キャップ取
引)

   ヘッジ対象
    借入金の金利変動

リスク

  ヘッジ手段とヘッジ対
象
   ヘッジ手段
    デリバティブ取引

(金利スワップ取
引)

  
   ヘッジ対象
    借入金の金利変動

リスク

  ヘッジ手段とヘッジ対
象
   ヘッジ手段
    デリバティブ取引

(金利スワップ及
び金利キャップ取
引)

   ヘッジ対象
    借入金の金利変動

リスク
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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)

  ヘッジ方針
   ヘッジ取引の実行及
び管理は、経理部内の
部内内規に基づき、金
利変動リスクをヘッジ
することとしている。

   ヘッジ取引の状況
は、経理部で集計し定
期的に担当役員等に報
告している。

  ヘッジ方針
同左

  ヘッジ方針
同左

  ヘッジの有効性評価の
方法
   ヘッジの有効性評価
は、ヘッジ開始時から
有効性判定時点までの
期間においてヘッジ対
象とヘッジ手段それぞ
れの相場変動又はキャ
ッシュ・フロー変動の
累計を比較している。

   なお、両者の間には
高い相関関係が認めら
れている。

  ヘッジの有効性評価の
方法

同左

  ヘッジの有効性評価の
方法

同左

  その他
   取引契約は信用力の
高い大手金融機関を相
手先としており、信用
リスクは極めて少ない
ものと認識している。

  その他
同左

  その他
同左

⑦ 消費税等の会計処理
   税抜方式によってい
る。

⑦ 消費税等の会計処理
同左

⑦ 消費税等の会計処理
同左

(5) 中間連結(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、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い
る。

同左 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

(追加情報)

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)

不動産賃貸収入の費用
について

 売上高に含めている不動
産賃貸収入に対応する費用
は、従来、販売費及び一般
管理費として処理していた
が、収益と費用とを直接対
応させることにより売上総
利益をより適正に表示する
ために、前連結会計年度か
ら売上原価に計上すること
とした。 
 この変更は、前連結会計
年度に不動産賃貸業を行う
特別目的会社を連結の範囲
に含めたことにより不動産
賃貸収入の重要性が高まっ
たことを受け、会計処理を
見直したことによるもので
ある。 
 なお、前中間連結会計期
間は従来の方法によってい
る。変更後の方法によった
場合と比較して、売上総利
益は348百万円多く計上さ
れている。

─── ───

固定資産の減価償却の
方法

───  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
たものについては、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いる。 
 これにより、営業利益、
経常利益及び税金等調整前
中間純利益はそれぞれ33百
万円減少している。 

───
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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 担保に供している資産及び対
応する債務

 (1) 担保に供している資産
土地 17,628百万円
建物 12,754
投資有価 
証券 263

計 30,645
 

※１ 担保に供している資産及び対
応する債務

 (1) 担保に供している資産
土地 17,087百万円
建物 11,631
投資有価 
証券 252

計 28,971
 

※１ 担保に供している資産及び対
応する債務

 (1) 担保に供している資産
土地 17,087百万円
建物 11,892
投資有価 
証券 257

計 29,237

 

 (2) 対応する債務
短期借入金 400百万円
１年以内 
返済予定の 
長期借入金

1,979

長期借入金 2,325
計 4,704

 

 (2) 対応する債務
短期借入金 800百万円
１年以内 
返済予定の 
長期借入金

1,283

長期借入金 4,815
計 6,899

 

 (2) 対応する債務
短期借入金 110百万円
１年以内 
返済予定の 
長期借入金

1,015

長期借入金 960
計 2,086

 

 

 (3) 責任財産限定型債務（ノンリ
コースローン）に対する担保
提供資産

  ①担保に供している資産
土地 8,212百万円
建物 2,283
現金及び 
預金 1,006

計 11,502
  ②対応する債務

一年以内 
返済予定の 
長期借入金

440百万円

長期借入金 8,620
計 9,060
本債務は、上記①の担保に供
している資産を含む栄インベス
トメント㈲を対象に融資された
もので、返済は同社の保有資産
の範囲内に限定されるものであ
る。

※２     ───

 

 

 (3)         ───

 

※２ 中間連結会計期間末日満期手
形の会計処理については、満期
日に決済が行われたものとして
処理している。 
 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
末残高から除かれている。 
受取手形    13百万円 
支払手形    469百万円

 

 

 (3) 責任財産限定型債務（ノンリ
コースローン）に対する担保
提供資産

  ①担保に供している資産
土地 8,212百万円
建物 2,224
現金及び 
預金 1,105

計 11,541
  ②対応する債務

一年以内 
返済予定の 
長期借入金

8,840百万円

計 8,840

本債務は、上記①の担保に供
している資産を含む栄インベス
トメント㈲を対象に融資された
もので、返済は同社の保有資産
の範囲内に限定されるものであ
る。

   
※２     ───
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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    ────

 

※１    ────

 

※１ 固定資産売却益の内訳は次の
とおりである。
土地 1,800百万円
器具及び備品 2
その他 0
計 1,803

 

※２ 固定資産廃却損の内訳は次の
とおりである。
建物及び構築物 74百万円
器具及び備品 4
その他 0
有形固定資産の 
廃却に伴う支出 33

計 111
 

※２ 固定資産廃却損の内訳は次の
とおりである。
建物及び構築物 85百万円
器具及び備品 7

有形固定資産の 
廃却に伴う支出 13

計 107
 

※２ 固定資産廃却損の内訳は次の
とおりである。
建物及び構築物 207百万円
器具及び備品 12
その他 35
有形固定資産の 
廃却に伴う支出 128

計 383
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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) 

  

   

  

 
(変動事由の概要)  
増加数の内訳は、次の通りである。 
単元未満株式の買取りによる増加 43,140株 

  

該当する事項はない。 
  

配当金支払額 

 
  

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) 

  

   

  

 
(変動事由の概要)  
増加数の内訳は、次の通りである。 
単元未満株式の買取りによる増加 32,830株 

  

該当する事項はない。 
  

配当金支払額 

 

(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) 45,348,887 ─ ─ 45,348,887

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) 320,079 43,140 ─ 363,219

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

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 135 3 平成19年２月28日 平成19年５月25日

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) 56,618,887 ─ ─ 56,618,887

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) 377,933 32,830 ─ 410,763

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

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29日
定時株主総会 普通株式 168 3 平成20年２月29日 平成20年５月30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) 

１ 発行済株式に関する事項 
  

 
普通株式の発行済株式総数の増加は、すべて第三者割当による新株発行によるものである。 

２ 自己株式に関する事項 
  

 
(変動事由の概要)  
増加数の内訳は、次の通りである。 
単元未満株式の買取りによる増加     57,854株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当する事項はない。 

  

４ 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

 
  

(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 

 
  

  

  

  

  

  

 

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) 45,348,887 11,270,000 ─ 56,618,887

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) 320,079 57,854 ─ 377,933

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 135 3 平成19年２月28日 平成19年５月25日

決議 株式の種類 配当金の原資 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29日 
 定時株主総会 普通株式 利益剰余金 168 3 平成20年２月29日 平成20年５月30日

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成19年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

(平成19年８月31日)
現金及び預金勘定 1,625百万円
預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 △163

現金及び現金同等物
の中間期末残高 1,462

 

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

(平成20年８月31日)
現金及び預金勘定 1,658百万円
預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 △60

現金及び現金同等物
の中間期末残高 1,597

 

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20年２月29日)
現金及び預金勘定 4,641百万円
預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 △185

現金及び現金同等物
の期末残高 4,456
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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) １ 事業区分は日本標準産業分類によっている。 

２ その他の事業の内容は、飲食業等である。 

  

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 事業区分は日本標準産業分類によっている。 

２ その他の事業の内容は、飲食業等である。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

百貨店業 
(百万円)

不動産 
賃貸業 
(百万円)

運送業 
(百万円)

その他の 
事業 
(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 22,011 1,345 612 724 24,694 ─ 24,694

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

2 85 444 61 593 (593) ─

計 22,014 1,430 1,057 785 25,287 (593) 24,694

  営業費用 21,960 836 1,033 817 24,648 (596) 24,051

  営業利益又は 
  営業損失(△) 54 593 23 △32 639 2 642

百貨店業 
(百万円)

不動産 
賃貸業 
(百万円)

運送業 
(百万円)

その他の 
事業 
(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 21,639 1,104 626 784 24,154 ─ 24,154

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

2 90 520 59 673 (673) ─

計 21,642 1,194 1,147 844 24,828 (673) 24,154

  営業費用 21,629 893 1,131 871 24,526 (841) 23,684

  営業利益又は 
  営業損失(△) 12 301 15 △26 302 168 470
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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) １ 事業区分は日本標準産業分類によっている。 

２ その他の事業の内容は、飲食業等である。 

  

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) 

当連結企業集団には、在外支店及び在外連結子会社がないため該当事項はない。 

  

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) 

当連結企業集団には、在外支店及び在外連結子会社がないため該当事項はない。 

  

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) 

当連結企業集団には、在外支店及び在外連結子会社がないため該当事項はない。 

  

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) 

国内売上のみのため該当事項はない。 

  

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) 

国内売上のみのため該当事項はない。 

  

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) 

国内売上のみのため該当事項はない。 

  

 リース取引関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係等に関する注記事項に関しては、中間決算短

信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

百貨店業 
(百万円)

不動産 
賃貸業 
(百万円)

運送業 
(百万円)

その他の 
事業 
(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 45,544 2,625 1,167 1,425 50,763 ― 50,763

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

6 220 945 127 1,299 (1,299) ―

計 45,551 2,845 2,113 1,552 52,062 (1,299) 50,763

  営業費用 45,347 2,105 2,072 1,603 51,128 (1,727) 49,401

  営業利益又は 
  営業損失(△) 203 740 40 △50 934 427 1,361

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

(開示の省略)
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(注) 算定上の基礎 

１株当たり中間(当期)純利益又は１株当たり中間純損失 
  

 

  

(１株当たり情報)

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株当たり純資産額 302.05円 335.46円 334.21円

１株当たり中間(当期) 
純利益又は１株当たり 
中間純損失(△)

△17.11円 4.70円 19.26円

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益

 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、また、
潜在株式が存在しないた
め記載していない。

 なお、潜在株式調整後
１株当たり中間純利益に
ついては、潜在株式が存
在しないため記載してい
ない。

 なお、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益に
ついては、潜在株式が存
在しないため記載してい
ない。

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(当期)純利益又は 
 中間純損失(△)(百万円) △770 264 902

 普通株主に帰属しない金額 
 (百万円) ─ ─ ─

 普通株式に係る中間(当期) 
 純利益又は中間純損失(△) 
 (百万円)

△770 264 902

 普通株式の期中 
 平均株式数(株) 45,005,921 56,225,593 46,869,066
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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 324 436 3,151

 ２ 受取手形 ※３ 39 11 88

 ３ 売掛金 926 758 840

 ４ たな卸資産 1,090 982 1,071

 ５ 関係会社 
      短期貸付金 2,000 520 2,590

 ６ 繰延税金資産 268 187 161

 ７ その他 896 1,071 1,029

 ８ 貸倒引当金 △2,015 △93 △2,596

   流動資産合計 3,530 9.2 3,874 8.5 6,336 15.8

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※１

  １ 建物 ※２ 11,332 10,308 10,536

  ２ 土地 ※２ 18,449 17,844 17,844

  ３ その他 405 367 398

   有形固定資産 
   合計 30,187 28,520 28,779

 (2) 無形固定資産 61 125 130

 (3) 投資その他の 
   資産

  １ 投資有価証券 ※２ 1,906 1,856 1,890

  ２ 長期貸付金 19 18 19
  ３ 関係会社 
    長期貸付金 ─ 8,150 ─

  ４ 差入保証金 461 436 458

  ５ その他 2,059 2,435 2,437

  ６ 貸倒引当金 △36 △4 △4

   投資その他の 
   資産合計 4,410 12,893 4,801

   固定資産合計 34,659 90.7 41,540 91.4 33,711 84.1

Ⅲ 繰延資産

  １ 社債発行費 19 31 35

   繰延資産合計 19 0.1 31 0.1 35 0.1

   資産合計 38,209 100.0 45,445 100.0 40,084 100.0

㈱丸栄(8245)平成21年２月期中間決算短信

－31－



   

 

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 ※３ 892 729 828

 ２ 買掛金 1,762 1,715 1,771

 ３ 短期借入金 ※２ 700 1,400 ─

 ４ １年以内返済 
   予定の 
   長期借入金

※２ 3,684 3,541 2,620

 ５ １年以内償還 
   予定の社債 440 650 670

 ６ 未払法人税等 13 12 19

 ７ 賞与引当金 8 8 2

 ８ ポイント金券 
   引当金 46 50 48

 ９ 未使用商品券等 
   引当金 537 455 491

 10 債務保証損失 
   引当金 665 149 155

 11 その他 2,260 2,311 2,469

   流動負債合計 11,011 28.8 11,023 24.2 9,076 22.7

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 950 1,300 1,625

 ２ 長期借入金 ※２ 6,762 8,435 4,587

 ３ 再評価に係る 
   繰延税金負債 4,699 4,576 4,576

 ４ 繰延税金負債 893 873 887

 ５ 退職給付引当金 202 255 227

 ６ 役員退職慰労 
   引当金 193 109 208

 ７ 預り保証金 678 547 571

 ８ その他 ─ 163 187

   固定負債合計 14,380 37.7 16,261 35.8 12,870 32.1

   負債合計 25,391 66.5 27,284 60.0 21,947 54.8
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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 

(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 (1) 資本金 4,681 12.3 6,462 14.2 6,462 16.1

 (2) 資本剰余金

  １ 資本準備金 1,993 3,774 3,774

   資本剰余金合計 1,993 5.2 3,774 8.3 3,774 9.4

 (3) 利益剰余金

  １ その他 
    利益剰余金
    繰越利益 
    剰余金 △633 1,261 1,205

   利益剰余金合計 △633 △1.7 1,261 2.8 1,205 3.0

 (4) 自己株式 △80 △0.2 △95 △0.2 △85 △0.2

  株主資本合計 5,961 15.6 11,402 25.1 11,356 28.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金 41 0.1 7 0.0 28 0.1

 ２ 土地再評価 
   差額金 6,815 17.8 6,751 14.9 6,751 16.8

  評価・換算差額等 
  合計 6,856 17.9 6,758 14.9 6,780 16.9

  純資産合計 12,817 33.5 18,160 40.0 18,136 45.2

  負債及び純資産 
  合計 38,209 100.0 45,445 100.0 40,084 100.0
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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 17,774 100.0 17,516 100.0 36,775 100.0

Ⅱ 売上原価 14,083 79.2 13,936 79.6 29,258 79.6

   売上総利益 3,691 20.8 3,579 20.4 7,517 20.4

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 3,549 20.0 3,470 19.8 7,181 19.5

   営業利益 141 0.8 109 0.6 335 0.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 135 0.8 365 2.1 658 1.8

Ⅴ 営業外費用 ※２ 245 1.4 201 1.1 473 1.3

   経常利益 32 0.2 272 1.6 520 1.4

Ⅵ 特別利益 ※３ 680 3.8 30 0.2 2,480 6.7

Ⅶ 特別損失 ※４ 1,629 9.2 101 0.6 2,159 5.8

   税引前中間 
   (当期)純利益 
   又は税引前 
   中間純損失(△)

△917 △5.2 201 1.2 842 2.3

   法人税、住民税 
   及び事業税 2 2 4

   法人税等調整額 69 72 0.4 △25 △23 △0.1 53 57 0.2

   中間(当期) 
   純利益又は 
   中間純損失(△)

△989 △5.6 225 1.3 784 2.1
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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

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(百万円) 4,681 1,993 1,993 491 491 △65 7,100

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △135 △135 △135

 中間純損失 △989 △989 △989

 自己株式の取得 ─ △14 △14

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ─ ─ ─ △1,124 △1,124 △14 △1,139

平成19年８月31日残高(百万円) 4,681 1,993 1,993 △633 △633 △80 5,961

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
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) 72 6,815 6,888 13,988

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ─ △135

 中間純損失 ─ △989

 自己株式の取得 ─ △14

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △31 △31 △31

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △31 ─ △31 △1,170

平成19年８月31日残高(百万円) 41 6,815 6,856 12,817
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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

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(百万円) 6,462 3,774 3,774 1,205 1,205 △85 11,356

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △168 △168 △168

 中間純利益 225 225 225

 自己株式の取得 ─ △10 △10

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ─ ─ ─ 56 56 △10 46

平成20年８月31日残高(百万円) 6,462 3,774 3,774 1,261 1,261 △95 11,402

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
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) 28 6,751 6,780 18,136

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ─ △168

 中間純利益 ─ 225

 自己株式の取得 ─ △10

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △21 △21 △21

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △21 ─ △21 24

平成20年８月31日残高(百万円) 7 6,751 6,758 18,160
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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

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年２月28日残高(百万円) 4,681 1,993 1,993

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,780 1,780 1,780

事業年度中の変動額合計(百万円) 1,780 1,780 1,780

平成20年２月29日残高(百万円) 6,462 3,774 3,774

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年２月28日残高(百万円) 491 491 △65 7,100

事業年度中の変動額

 新株の発行 ─ 3,561

 剰余金の配当 △135 △135 △135

 当期純利益 784 784 784

 自己株式の取得 ─ △19 △19

 土地再評価差額金の取崩 64 64 64

事業年度中の変動額合計(百万円) 713 713 △19 4,256

平成20年２月29日残高(百万円) 1,205 1,205 △85 11,356

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

土地再評価 
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) 72 6,815 6,888 13,988

事業年度中の変動額

 新株の発行 ─ 3,561

 剰余金の配当 ─ △135

 当期純利益 ─ 784

 自己株式の取得 ─ △19

 土地再評価差額金の取崩 ─ 64

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △43 △64 △107 △107

事業年度中の変動額合計(百万円) △43 △64 △107 4,148

平成20年２月29日残高(百万円) 28 6,751 6,780 18,136
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(4) 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

14,194百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額

14,341百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額

13,983百万円

 

※２ 担保に供している資産及び対
応する債務

 (1) 担保に供している資産
土地 16,141百万円
建物 10,173
投資有価 
証券 216

計 26,531
 

※２ 担保に供している資産及び対
応する債務

 (1) 担保に供している資産
土地 15,600百万円
建物 9,209
投資有価 
証券 217

計 25,026
 

※２ 担保に供している資産及び対
応する債務

 (1) 担保に供している資産
土地 15,600百万円
建物 9,408
投資有価 
証券 219

計 25,228

 

 (2) 対応する債務
短期借入金 300百万円
１年以内 
返済予定の 
長期借入金

1,499

長期借入金 1,967
計 3,766

 

 (2) 対応する債務
短期借入金 700百万円
１年以内 
返済予定の 
長期借入金

1,033

長期借入金 4,234
計 5,967  

 (2) 対応する債務
一年以内 
返済予定の 
長期借入金

581百万円

長期借入金 560
計 1,141

 

 ３ 偶発債務
 (1)保証債務
  ① 関係会社の金融機関借入に

対する保証
㈱豊橋丸栄 3,698百万円
㈱国際フード 
サービス 180百万円

 

 ３ 偶発債務
 (1)保証債務
  ① 関係会社の金融機関借入に

対する保証
㈱豊橋丸栄 3,029百万円
㈱国際フード 
サービス 100百万円

 

 ３ 偶発債務
 (1)保証債務
  ① 関係会社の金融機関借入に

対する保証
㈱豊橋丸栄 3,061百万円
㈱国際フード 
サービス 100百万円

 

  ② 商品券発行に対する保証
㈱豊橋丸栄 183百万円

 

  ② 商品券発行に対する保証
㈱豊橋丸栄 299百万円

 

  ② 商品券発行に対する保証
㈱豊橋丸栄 217百万円

 

  ③ 割賦金に対する保証
㈱豊橋丸栄 16百万円

 

  ③ 割賦金に対する保証
㈱豊橋丸栄 6百万円

 

  ③ 割賦金に対する保証
㈱豊橋丸栄 12百万円

 

  ④ 前受業務保証金供託委託契
約に対する保証
㈱丸栄友の会 453百万円

※３         ────  

  ④ 前受業務保証金供託委託契
約に対する保証
㈱丸栄友の会 560百万円

※３ 中間会計期間末日満期手形の 
  会計処理については、満期日に 
  決済が行われているものとして 
  処理している。 
   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から除 
    かれている。 
  受取手形      0百万円 
  支払手形     285百万円

 

  ④ 前受業務保証金供託委託契
約に対する保証
㈱丸栄友の会 560百万円

※３         ────
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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 営業外収益のうち主要項目
受取利息 32百万円
受取配当金 30百万円
売場改装 
協力金 48百万円

 

※１ 営業外収益のうち主要項目
受取利息 61百万円
受取配当金 189百万円
売場改装 
協力金 97百万円

 

※１ 営業外収益のうち主要項目
受取利息 55百万円
受取配当金 454百万円
売場改装 
協力金 97百万円

 

※２ 営業外費用のうち主要項目
支払利息 155百万円

 

※２ 営業外費用のうち主要項目
支払利息 135百万円

 

※２ 営業外費用のうち主要項目
支払利息 293百万円

 

※３ 特別利益のうち主要項目
投資有価 
証券売却益 680百万円

 

※３ 特別利益のうち主要項目
役員退職慰労 
引当金戻入益 30百万円

 

※３ 特別利益のうち主要項目

固定資産売却益 1,800百万円

投資有価証券 
売却益 680百万円

 

※４ 特別損失のうち主要項目
役員退職慰労 
引当金繰入額 194百万円

債務保証損失 
引当金繰入額 565百万円

未使用商品券等
引当金繰入額 597百万円

 

※４ 特別損失のうち主要項目

固定資産廃却損 77百万円

貸倒引当金 
繰入額 24百万円

 

※４ 特別損失のうち主要項目
役員退職慰労 
引当金繰入額 194百万円

固定資産廃却損 366百万円

貸倒引当金 
繰入額 514百万円

未使用商品券等
引当金繰入額 597百万円

 

 ５ 減価償却実施額
有形固定 
資産 365百万円

無形固定 
資産 0百万円

計 365百万円
 

 ５ 減価償却実施額
有形固定 
資産 398百万円

無形固定 
資産 7百万円

計 405百万円
 

 ５ 減価償却実施額
有形固定 
資産 738百万円

無形固定 
資産 1百万円

計 740百万円
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(変動事由の概要)  
 増加数の内訳は、次の通りである。 
  単元未満株式の買取りによる増加  43,140株 

  

  

  

  

   
(変動事由の概要)  
 増加数の内訳は、次の通りである。 
  単元未満株式の買取りによる増加  32,830株 

  

  

  

  

   
(変動事由の概要) 
 増加数の内訳は、次の通りである。 
  単元未満株式の買取りによる増加  57,854株 

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日)

１ 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) 320,079 43,140 ─ 363,219

当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日)

１ 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) 377,933 32,830 ─ 410,763

前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日)

１ 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) 320,079 57,854 ─ 377,933
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商品別売上高の見通しについて

平成20年８月中間期 (実績)
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

平成21年２月期 (予想)
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

売上高(百万円) 構成比 
(％)

前年比 
(％) 売上高(百万円) 構成比 

(％)
前年比 
(％)

  紳士服・洋品 662 3.8 82.2 1,370 3.7 83.6

  婦人服・洋品 6,393 36.5 105.3 13,740 37.3 105.6

  子供服・洋品 361 2.1 131.8 540 1.5 133.3

  その他の衣料品 599 3.4 94.5 1,250 3.4 95.8

 ( 衣 料 品 計 ) 8,016 45.8 102.9 16,900 45.9 103.3

 身 の ま わ り 品 1,479 8.4 95.4 3,100 8.4 98.1

  家     具 490 2.8 75.9 980 2.7 79.3

  家     電 17 0.1 85.0 35 0.1 94.6

  家 庭 用 品 313 1.8 80.5 685 1.8 85.6

 ( 家 庭 用 品 計 ) 821 4.7 77.7 1,700 4.6 82.0

  食  料  品 3,410 19.5 103.8 7,600 20.7 104.6

  食 堂 喫 茶 153 0.9 116.8 320 0.9 123.6

  雑     貨 2,554 14.6 89.4 5,000 13.6 91.8

  サ － ビ ス 165 0.9 99.4 330 0.9 101.5

  そ  の  他 913 5.2 97.3 1,850 5.0 98.6

   合      計 17,516 100.0 98.5 36,800 100.0 100.1
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