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 平成21年２月期 中間決算短信 
 

平成 20 年 10 月 15 日 
上 場 会 社 名 株式会社エコス 上場取引所 東  
コ ー ド 番 号 ７５２０ URL http://www.eco-s.co.jp/  
代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)平 邦雄  
問合せ先責任者 (役職名)常務取締役財務経理部長 (氏名)村山陽太郎 TEL (042)546－3711  
半期報告書提出予定日 平成20年11月28日  (百万円未満切捨て) 
1. 20 年８月中間期の連結業績（平成 20 年３月１日～平成 20 年８月 31 日） 

(1) 連結経営成績 (％表示は対前期増減率)
 

 営業収益 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 62,250 0.8 351 △18.5 328 △14.5 641 1,587.0 
19年８月中間期 61,746 5.7 431 22.9 384 17.5 38 ― 
20年２月期 123,015 ― 699 ― 622 ― 32 ― 

 

 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 65 89 65 86 
19年８月中間期 3 91 3 90 
20年２月期 3 37 3 37  
(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 37,606 5,942 15.5 597 12 
19年８月中間期 40,029 5,524 13.7 562 08 

20年２月期 38,357 5,420 13.9 547 16  
(参考) 自己資本 20年８月中間期 5,814百万円 19年８月中間期 5,470百万円 20年２月期 5,328百万円 

(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 2,512 △2,716 △255 2,114 
19年８月中間期 1,958 △2,675 1,992 3,347 

20年２月期 1,969 △3,060 1,592 2,573 

2. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期末 年間 
 円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 － － 10 00 10 00

21年２月期(実績) － － － －

21年２月期(予想) － － 10 00 10 00

3. 21 年２月期の連結業績予想（平成 20 年３月１日～平成 21 年２月 28 日） 

 (％表示は、対前期増減率)
 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり
当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 117,500 △4.5 700 0.1 670 7.7 650 1,879.6 66 75 
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4. その他 

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

 除外１社（社名 株式会社シーズンセレクト） 

(注) 詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

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

のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         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 9,745,917株 19年８月中間期 9,740,917株 20年２月期 9,745,917株

 ② 期末自己株式数 20年８月中間期 8,937株 19年８月中間期 8,085株 20年２月期 8,404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、21～22 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. 20 年８月中間期の個別業績（平成 20 年３月１日～平成 20 年８月 31 日） 

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)
 

 営業収益 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 38,509 0.1 262 △26.7 284 △19.9 122 ― 
19年８月中間期 38,460 6.7 357 8.4 354 3.3 △56 ― 
20年２月期 75,904 ― 362 ― 577 ― 125 ― 

 

 １株当たり中間 
(当期)純利益 

 円 銭 

20年８月中間期 12 58 
19年８月中間期 △5 78 

20年２月期 12 88 

(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 28,969 5,992 20.2  602 22 

19年８月中間期 28,943 5,903 20.2  600 97 

20年２月期 27,957 5,987 21.1  605 41  
(参考) 自己資本 20年８月中間期 5,863百万円 19年８月中間期 5,849百万円 20年２月期 5,895百万円

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） 

 (％表示は対前期増減率)
 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 76,000 0.1  500 37.8  500 △13.4 150 19.7  15 40 
 
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 通期の業績予想につきましては、平成 20 年７月 25 日に発表いたしました予想から修正してお

ります。詳細につきましては、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析 ②通期の

見通し」および本日発表の「平成 21 年２月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

 なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいておりますが、実

際の業績等は、予想に内在する不確定な要因により当該予想と異なる可能性がありますので、あ

らかじめご承知願います。
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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、米国のサブプライム問題に端を発した金融市場の混

乱と世界経済減速の影響を受け、景気悪化の動きが一段と高まっております。流通業界におきまし

ても、原油価格高騰の影響による企業収益の低下、インフレ懸念による個人の消費マインドの悪化

に加え、局地的集中豪雨などの天候不順による来店客数の低下、大手小売チェーンの低価格ＰＢ商

品による攻勢など、依然として厳しい状況が続いております。 

このような環境のなか、当社グループでは「正しい商売」という社是のもと、地域に密着した食

品スーパーマーケット・チェーンとして「お客様の食生活文化に貢献する」企業を目指し、楽しく

豊かな食生活の提案ができる魅力的な店舗づくりを行い、業容の拡大と経営効率の改善に邁進いた

しました。 

店舗戦略としては、4 月に群馬県の 1 店舗を閉鎖し、群馬エリアより撤退。また、8 月には当社グ

ループ企業である株式会社シーズンセレクト（本社・静岡県浜松市）の全株式を譲渡し、静岡エリ

アから撤退することで、ドミナントエリアの戦略的緊縮化を図り、経営効率の改善に努めました。 

 新規出店としては、4 月にエコス境ＳＣ店（茨城県猿島郡）、5 月にエコス小川店（茨城県小美玉

市）、7 月にエコス昭島店（東京都昭島市・スクラップ＆ビルド）および、たいらや・プライムマー

ト自治医大店（栃木県下野市）の計 4 店舗を新設いたしました。このほか既存店の競争力を高める

ために 5 店舗の改装と、収益改善のために 2 店舗の閉鎖を実施したほか、将来の千葉エリアにおけ

る出店拡大に備え、６月にエコス袖ヶ浦共同物流センター（千葉県袖ヶ浦市）を新設いたしました。 

商品面では、ニチリウグループ（日本流通産業株式会社）開発のＰＢ商品である「くらしモア」

を積極的に売場展開したほか、青果をはじめとする生鮮食品の産地直送等の取り組みを推進し、お

値打ち商品の提供だけでなく「鮮度」「美味しさ」「健康」「安全・安心」といったキーワードを

重視した付加価値商品の提供にも努めてまいりました。 

このように収益改善の取り組みを進めてまいりましたが、主に競合の値下げ攻勢等によって苦戦

を強いられ、販売促進費や人件費等の一般管理費が大きく上振れし、収益に影響を及ぼした結果、

当期における連結業績は、 

営業収益 622 億 50 百万円（前年同期比 0.8％増）、営業利益３億 51 百万円（前年同期比 18.5％

減）、経常利益３億 28 百万円（前年同期比 14.5％減）、中間純利益６億 41 百万円（前年同期比

1587.0％増）となりました。 

 

② 通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、依然として金融不安による景気の後退や原油・穀物価格の高騰な

どによる影響から、個人消費はさらに悪化すると見られ、小売業界におきましても、競合によるデ

ィスカウント業態への転換ならびにチラシ攻勢など、さらに厳しい競争環境が続くことが予測され

ます。   

このような状況のなか、当社グループとしましては、更なる経営効率の改善をめざし、グループ

企業である株式会社マスダと株式会社やまうちを合併（存続会社は株式会社マスダ・合併登記日は

平成２０年１０月１日）。この合併により、両社の経営資源を集約し、地域密着の店舗運営ノウハ

ウの共有化を行い、当社グループの主要商圏エリアのひとつである茨城県南部のドミナント強化を

推し進め、企業ブランドの認知度を向上させるとともに、さらなる競争力の強化を図ってまいりま

す。   

また下半期の新規出店としては、合計２店舗（埼玉県１店舗、千葉県１店舗）を計画しているほ

か、既存店の活性化策として店舗改装を継続して実施してまいります。  

このほか営業施策として、「エコス誕生１０周年祭」など様々な販売促進活動を継続して展開を

行い、一層の業績向上に努めてまいります。 

通期の連結業績見通しにつきましては、株式会社シーズンセレクトが連結対象から外れたことに

より、当社グループ連結営業収益は、1,175 億円（前年同期比 4.5％減）、連結営業利益は７億円

（前年同期比 0.1％増）、連結経常利益は６億 70 百万円（前年同期比 7.7％増）、連結当期純利益

は６億 50 百万円（前年同期比 1879.6％増）を予定しております。  
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(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債および純資産の状況 

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ７億 51 百万円減少（前期比 2.0％減）

し、376 億６百万円となりました。これは主に連結子会社株式会社シーズンセレクトを売却したこと

によって、同社が連結会計対象から除外されたことによるものであります。 

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 12 億 73 百万円減少（前期末比

3.9％減）し、316 億 63 百万円となりました。これは、同じく主に連結子会社株式会社シーズンセレ

クトが連結対象外となり、短期借入金が減少し、流動負債が減少したことによるものであります。 

当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ５億 22 百万円増加（前期末比

9.6％増）し、59 億 42 百万円となりました。これは、主に連結子会社株式会社シーズンセレクトの

株式譲渡に伴う利益剰余金の増加によるものであります。 

 

② 連結キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、25 億 12 百万円の収入（前年同期比 28.3％増）となりま

した。これは主に連結子会社であるシーズンセレクトの株式売却益によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、27 億 16 百万円の支出（前年同期比 1.5％増）となりまし

た。これは主に既存店の改装および新規出店に伴う支出によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、２億 55 百万円の支出（前年同期は 19 億 92 百万円の収

入）となりました。これは、短期借入金の増加による収入があったものの、長期借入金の返済によ

る支出および割賦債務の返済により支出があったためであります。 

以上の結果、当中間連結会計期間末の現金および現金同等物は前連結会計年度末に比べ４億 59 百

万円減少し、21 億 14 百万円となりました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期 

平成20年８月
中間期 

自己資本比率（％） 22.3 15.8 15.3 13.9 15.5

時価ベースの自己資本比率
（％） 

32.3 26.9 21.2 17.4 17.9

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（年） 

33.4 － 6.2 8.9 3.2

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 

1.9 － 11.7 7.1 19.0

(注）１．上記指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．自己資本比率＝自己資本／総資産 

３．時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額／総資産 

４．キャッシュ・フロー対有利子負債比率＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

（中間期については、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。） 

５．インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い 

６．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。 

７．有利子負債は、中間連結（連結）貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている

すべての負債を対象としております。 

８．平成 18 年２月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レ

シオは、営業キャッシュ・フローがマイナスであったため、記載を省略しております。 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要施策の一つに位置づけ、今後の業績動向及び配当性

向等を勘案し、安定した配当を継続することを基本方針としております。 

この方針に基づき、当期の配当金におきましては、期末において１株につき 10 円を予定しており

ます。 

また、内部留保資金におきましては、店舗の新設及び既存店舗の改装・増床に係る設備投資等に

充当し、企業体質及び競争力のさらなる強化を図ってまいります。 

 

(4) 事業等のリスク 

近の有価証券報告書（平成 20 年５月 23 日提出）における記載から、新たに顕在化し、速やか

に伝達すべきリスクがないため、開示を省略しております。 
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２ 企業集団の状況 

当中間連結会計期間において、平成 20 年８月１日をもって当社が保有する連結子会社株式会社シーズ

ンセレクトの全株式を譲渡したことに伴い、当社の連結子会社ではなくなりました。 

また、当社保有の関連会社株式会社建光青果の全株式を譲渡したことに伴い、当社の関連会社ではな

くなりました。 

その結果、当中間連結会計期間末における子会社は５社（連結子会社３社および非連結子会社２社）、

関連会社は１社となりました。 

なお、平成 20 年 10 月１日をもって、連結子会社株式会社マスダと連結子会社株式会社やまうちは合

併し、株式会社マスダが存続会社となっております。 

事業の系統図は、以下のとおりであります。 

 
(注) １．株式会社カミーナは、持分法非適用の関連会社であります。 

２．株式会社カミーナに対する商品供給は、平成 19 年８月 31 日をもって終了しております。 

３．株式会社琢磨は、当社代表取締役社長平 邦雄およびその近親者が議決権を 100.0％所有している会社 

であります。 

４．株式会社ドラッグママダは、当社取締役間々田 弘の配偶者が、代表取締役社長に就いております。 
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３ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 中長期的な会社の経営戦略および会社の

対処すべき課題、(4) 会社の対処すべき課題 

平成 20 年２月期決算短信（平成 20 年４月 21 日開示）にて開示した内容から重要な変更がないた

め開示を省略しております。 

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。 

（当社ホームページ） 

http://www.eco-s.co.jp/ 

（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 

 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

行政処分について 

当社は、平成 20 年６月 23 日に公正取引委員会より、当社が独占禁止法等に定める大規模小売業

として、納入業者との取引において、①不当な値引き、②納入業者の従業員等の不当使用等、③不

当な経済上の利益の収受等について、これを取りやめ、将来に亘り、これを行わないという排除措

置命令を受けました。 

当社といたしましては、これを真摯に受け止め、今後、社内に「独占禁止法遵守のための行動指

針」を制定し、当社の全役員および全従業員に周知することを決定しております。 

更なる社会的責任の徹底を認識し、行動規範を明確にすることで、すべてのステークホルダーの

皆様より信頼を得るように内部統制の強化に努めてまいります。 
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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 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  3,411,739 2,444,183  2,967,188 

 ２ 売掛金  68,273 94,222  77,166 

 ３ 有価証券  23,893 23,895  23,893 

 ４ たな卸資産  3,454,839 3,107,063  3,479,827 

 ５ 未収入金  2,106,321 1,813,863  1,988,348 

 ６ 繰延税金資産  391,729 554,670  646,794 

 ７ その他  1,030,027 1,115,158  1,119,126 

   貸倒引当金  △83,270 △106,310  △107,720 

   流動資産合計  10,403,555 26.0 9,046,747 24.1  10,194,626 26.6

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産     

  (1) 建物及び構築物 20,343,285  19,806,645 20,486,281  

    減価償却累計額 8,292,196 12,051,089 8,449,440 11,357,204 8,631,410 11,854,870 

  (2) 土地  6,049,789 5,503,553  5,536,676 

  (3) 建設仮勘定  403,200 134,640  9,890 

  (4) その他 1,759,733  2,230,640 1,881,101  

    減価償却累計額 985,606 774,126 1,146,496 1,084,144 1,140,397 740,704 

   有形固定資産合計  19,278,206 48.2 18,079,542 48.1  18,142,141 47.3

 ２ 無形固定資産  257,860 0.6 276,939 0.7  221,891 0.6

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券  1,286,229 2,144,847  1,502,481 

  (2) 敷金・保証金  6,337,523 5,834,588  6,030,577 

  (3) 再評価に係る 
    繰延税金資産 

 469,324 469,324  469,324 

  (4) 繰延税金資産  1,423,275 1,183,837  1,183,982 

  (5) その他  670,847 709,524  706,670 

    貸倒引当金  △97,940 △138,970  △93,710 

   投資その他の 
   資産合計 

 10,089,260 25.2 10,203,152 27.1  9,799,326 25.5

  固定資産合計  29,625,327 74.0 28,559,634 75.9  28,163,359 73.4

Ⅲ 繰延資産     

 株式交付費  379 －  － 

  繰延資産合計  379 0.0 － －  － －

  資産合計  40,029,261 100.0 37,606,382 100.0  38,357,986 100.0
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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 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  7,034,400 6,675,134  6,102,602 

 ２ 短期借入金  16,952,316 15,580,591  16,867,186 

 ３ 一年以内償還予定 
   社債 

 100,000 －  100,000 

 ４ 未払金  2,116,439 2,191,855  2,045,953 

 ５ 未払法人税等  75,332 57,064  159,114 

 ６ 賞与引当金  407,000 340,600  295,400 

 ７ 役員賞与引当金  26,500 5,000  42,000 

 ８ 販促ポイント引当金  202,379 109,913  232,836 

 ９ 店舗撤退損引当金  70,984 35,184  63,767 

 10 その他  1,194,833 1,164,167  1,173,597 

  流動負債合計  28,180,186 70.4 26,159,510 69.6  27,082,458 70.6

Ⅱ 固定負債     

 １ 長期借入金  920,070 469,797  602,672 

 ２ 退職給付引当金  1,681,787 1,439,149  1,648,557 

 ３ 役員退職慰労引当金  417,370 440,520  432,440 

 ４ 長期未払金  1,666,166 1,598,207  1,756,133 

 ５ その他  1,638,815 1,556,399  1,415,133 

  固定負債合計  6,324,209 15.8 5,504,073 14.6  5,854,935 15.3

  負債合計  34,504,396 86.2 31,663,584 84.2  32,937,393 85.9

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金  2,633,413 6.6 2,635,063 7.0  2,635,063 6.9

 ２ 資本剰余金  2,908,297 7.2 2,909,947 7.7  2,909,947 7.6

 ３ 利益剰余金  829,637 2.1 1,368,652 3.7  824,440 2.1

 ４ 自己株式  △6,255 △0.0 △6,868 △0.0  △6,496 △0.0

  株主資本合計  6,365,093 15.9 6,906,795 18.4  6,362,954 16.6

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

 △69,022 △0.2 △267,162 △0.7  △209,487 △0.5

 ２ 土地再評価差額金  △825,441 △2.0 △825,441 △2.2  △825,441 △2.2

  評価・換算差額等合計  △894,464 △2.2 △1,092,604 △2.9  △1,034,929 △2.7

Ⅲ 新株予約権  54,236 0.1 128,607 0.3  92,566 0.2

  純資産合計  5,524,865 13.8 5,942,797 15.8  5,420,592 14.1

  負債純資産合計  40,029,261 100.0 37,606,382 100.0  38,357,986 100.0

     

 



 
 
 
 
 
 

㈱エコス(７５２０)平成 21 年２月期中間決算短信 

―10― 

(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 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  60,423,722 100.0 60,958,078 100.0  120,494,661 100.0

Ⅱ 売上原価  45,208,385 74.8 45,677,274 74.9  89,879,599 74.6

   売上総利益  15,215,336 25.2 15,280,804 25.1  30,615,061 25.4

Ⅲ 営業収入  1,322,464 2.2 1,292,267 2.1  2,520,342 2.1

   営業総利益  16,537,801 27.4 16,573,071 27.2  33,135,403 27.5

Ⅳ 販売費及び一般管理費     

 １ 広告宣伝費 1,139,950  1,146,162 2,481,760  

 ２ 販促ポイント引当金 
   繰入額 

202,379  109,913 232,836  

 ３ 消耗備品費 459,213  477,738 922,938  

 ４ 貸倒引当金繰入額 26,350  4,050 50,770  

 ５ 給与・手当 6,683,193  6,788,642 13,965,770  

 ６ 賞与引当金繰入額 407,000  355,180 295,400  

 ７ 役員賞与引当金 
   繰入額 

26,500  5,000 42,000  

 ８ 退職給付費用 79,716  96,886 142,969  

 ９ 役員退職慰労引当金 
   繰入額 

20,160  18,680 37,830  

 10 福利厚生費 863,958  846,820 1,722,461  

 11 減価償却費 660,463  794,771 1,387,701  

 12 賃借料 2,544,959  2,552,146 5,104,914  

 13 水道光熱費 1,306,716  1,354,043 2,673,406  

 14 店舗管理費 628,036  652,858 1,325,127  

 15 その他 1,057,348 16,105,946 26.7 1,018,244 16,221,137 26.6 2,050,455 32,436,341 26.9

   営業利益  431,855 0.7 351,933 0.6  699,061 0.6

Ⅴ 営業外収益     

 １ 受取利息 18,208  20,589 39,027  

 ２ 受取配当金 20,009  27,078 22,380  

 ３ 資材売却による収入 32,616  58,221 91,733  

 ４ その他 29,951 100,786 0.1 14,595 120,484 0.1 58,943 212,085 0.1

Ⅵ 営業外費用     

 １ 支払利息 135,122  135,087 276,212  

 ２ 貸倒引当金繰入額 4,200  － －  

 ３ その他 9,114 148,436 0.2 8,840 143,927 0.2 12,849 289,061 0.2

   経常利益  384,204 0.6 328,490 0.5  622,085 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 金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅶ 特別利益     

 １ 固定資産売却益 20,697  500 47,870  

 ２ 関係会社株式売却益 －  739,794 －  

 ３ 店舗撤退損引当金 
   戻入益 

－  47,200 3,000  

 ４ 役員賞与引当金 
   戻入益 

－  18,670 －  

 ５ 投資有価証券売却益 10,304  － 10,304  

 ６ 損害保険金収入 5,126  － 6,640  

 ７ テナント退店違約 
   金収入 

3,033  700 15,737  

 ８ その他 － 39,161 0.1 17,002 823,866 1.4 4,853 88,405 0.0

Ⅷ 特別損失     

 １ 固定資産売却損 －  10,262 4,324  

 ２ 固定資産除却損 28,758  91,813 42,205  

 ３ 減損損失 7,012  70,318 7,012  

 ４ リース契約解約損 2,314  52,749 6,837  

 ５ 貸倒引当金繰入額 －  39,800 －  

 ６ 店舗撤退損引当金 
   繰入額 

－  35,184 3,697  

 ７ 店舗撤退損 6,120  27,276 141,506  

 ８ 投資有価証券評価損 97,321  － 40,268  

 ９ のれん一括償却額 21,950  － 21,950  

 10 賃貸借契約解約損 － 163,476 0.3 14,307 341,711 0.6 21,147 288,950 0.2

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益 

 259,889 0.4 810,645 1.3  421,541 0.3

   法人税、住民税 
   及び事業税 

37,990  31,578 124,210  

   法人税等調整額 183,867 221,857 0.3 137,479 169,057 0.2 264,495 388,705 0.3

   中間(当期)純利益  38,032 0.1 641,587 1.1  32,835 0.0
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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) 2,631,433 2,906,317 888,878 △5,819 6,420,810

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 1,980 1,980  3,960

 剰余金の配当 △97,273  △97,273

 中間純利益 38,032  38,032

 自己株式の取得 △436 △436

 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) 

1,980 1,980 △59,241 △436 △55,717

平成19年８月31日残高(千円) 2,633,413 2,908,297 829,637 △6,255 6,365,093

 

評価・換算差額等 

 
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 

新株予約権 純資産合計 

平成19年２月28日残高(千円) 50,612 △825,441 △774,828 12,208 5,658,190 

中間連結会計期間中の変動額   

 新株の発行  3,960 

 剰余金の配当  △97,273 

 中間純利益  38,032 

 自己株式の取得  △436 

 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) 

△119,635 － △119,635 42,028 △77,607 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△119,635 － △119,635 42,028 △133,324 

平成19年８月31日残高(千円) △69,022 △825,441 △894,464 54,236 5,524,865 

 



 
 
 
 
 
 

㈱エコス(７５２０)平成 21 年２月期中間決算短信 

―13― 

 
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) 2,635,063 2,909,947 824,440 △6,496 6,362,954

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △97,375  △97,375

 中間純利益 641,587  641,587

 自己株式の処分 △0 7 6

 自己株式の取得 △379 △379

 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) 

－ △0 544,212 △371 543,840

平成20年８月31日残高(千円) 2,635,063 2,909,947 1,368,652 △6,868 6,906,795

 

評価・換算差額等 

 
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 

新株予約権 純資産合計 

平成20年２月29日残高(千円) △209,487 △825,441 △1,034,929 92,566 5,420,592 

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △97,375 

 中間純利益  641,587 

 自己株式の処分  6 

 自己株式の取得  △379 

 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) 

△57,675 － △57,675 36,040 △21,635 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△57,675 － △57,675 36,040 522,205 

平成20年８月31日残高(千円) △267,162 △825,441 △1,092,604 128,607 5,942,797 
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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(千円) 2,631,433 2,906,317 888,878 △5,819 6,420,810

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 3,630 3,630  7,260

 剰余金の配当 △97,273  △97,273

 当期純利益 32,835  32,835

 自己株式の取得 △677 △677

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

3,630 3,630 △64,438 △677 △57,855

平成20年２月29日残高(千円) 2,635,063 2,909,947 824,440 △6,496 6,362,954

 

評価・換算差額等 

 
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 

新株予約権 純資産合計 

平成19年２月28日残高(千円) 50,612 △825,441 △774,828 12,208 5,658,190 

連結会計年度中の変動額   

 新株の発行  7,260 

 剰余金の配当  △97,273 

 当期純利益  32,835 

 自己株式の取得  △677 

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額) 

△260,100 － △260,100 80,358 △179,742 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△260,100 － △260,100 80,358 △237,597 

平成20年２月29日残高(千円) △209,487 △825,441 △1,034,929 92,566 5,420,592 
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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 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 259,889 810,645 421,541

   減価償却費 684,250 816,687 1,436,136

   減損損失 7,012 70,318 7,012

   のれん償却額 55,455 33,505 88,961

   貸倒引当金の増加額 30,550 43,850 50,770

   賞与引当金の増減額 104,000 59,780 △7,600

   役員賞与引当金の増減額 △9,500 △37,000 6,000

   販促ポイント引当金の増減額 17,419 △122,923 47,876

   店舗撤退損引当金の減少額 △62,902 △28,583 △70,120

   退職給付引当金の減少額 △50,427 △64,484 △83,657

   役員退職慰労引当金の増加額 10,390 8,080 25,460

   受取利息及び受取配当金 △38,217 △47,668 △61,408

   支払利息 135,122 135,087 276,212

   店舗撤退損 6,120 27,276 141,506

   損害保険金収入 △5,126 － △6,640

   保険解約益 － － △2,253

   有形固定資産売却益 △20,697 △500 △47,870

   有形固定資産売却損 － 10,262 4,324

   有形固定資産除却損 28,758 91,813 42,205

   投資有価証券売却益 △10,304 － △10,304

   投資有価証券評価損 97,321 － 40,268

   関係会社株式売却益 － △739,794 －

   売上債権の増減額 5,090 △19,229 △3,802

   たな卸資産の増減額 △86,782 106,807 △111,770

   仕入債務の増加額 1,020,474 1,189,559 88,676

   未払消費税等の増減額 △69,249 △131,445 21,288

   その他営業活動による資産の 
   増減額 

△125,545 119,097 93,020

   その他営業活動による負債の 
   増減額 

130,842 403,114 △99,559

    小計 2,113,944 2,734,257 2,286,273

   利息及び配当金の受取額 23,638 31,057 29,842

   利息の支払額 △137,087 △132,305 △276,413

   災害による保険金収入 5,126 － 6,640

   法人税等の支払額 △47,032 △120,611 △77,270

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,958,588 2,512,397 1,969,072
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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 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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 △30,023 △10,047 △370,058

   定期預金の払戻による収入 10,015 44,035 20,038

   有価証券の取得による支出 △23,893 △23,895 △23,893

   有価証券の売却による収入 23,957 23,893 23,957

   投資有価証券の取得による支出 △430,510 △739,610 △828,858

   投資有価証券の売却による収入 301,609 － 556,609

   有形・無形固定資産の取得 
   による支出 

△2,288,937 △1,809,285 △3,218,885

   有形・無形固定資産の売却 
   による収入 

122,259 32,608 1,326,518

   貸付けによる支出 △419,513 △269,073 △915,440

   貸付金の回収による収入 416,828 158,972 731,362

   敷金・保証金の差入による支出 △496,220 △359,838 △648,824

   敷金・保証金の返還による収入 161,300 132,843 301,169

   連結範囲の変更を伴う子会社株式 
   の売却による収入 

－ 95,698 －

   その他 △22,452 7,591 △14,329

  投資活動によるキャッシュ・フロー △2,675,580 △2,716,107 △3,060,634

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の純増減額 2,094,000 157,335 2,049,000

   割賦未払金の増加よる収入 － 320,558 －

   割賦債務の返済による支出 － △281,444 －

   社債の償還による支出 △300,000 △100,000 △300,000

   長期借入れによる収入 700,000 － 700,000

   長期借入金の返済による支出 △210,718 △130,245 △568,246

   再生債権の弁済による支出 △198,319 △123,719 △198,319

   株式の発行による収入 3,960 － 7,260

   自己株式の売却による収入 － 6 －

   自己株式の取得による支出 △436 △379 △677

   配当金の支払額 △96,312 △97,420 △96,723

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,992,174 △255,307 1,592,293

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △25 － △137

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 1,275,156 △459,017 500,593

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,072,559 2,573,153 2,072,559

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
  (期末)残高 

3,347,716 2,114,135 2,573,153
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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の変更 
 

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 4社 

連結子会社名 

㈱たいらや 

㈱シーズンセレクト 

㈱マスダ 

㈱やまうち 

(1）連結子会社の数 3社 

連結子会社名 

㈱たいらや 

㈱マスダ 

㈱やまうち 

連結子会社であった㈱

シーズンセレクトは、保

有株式売却に伴い当中間

連結会計期間より連結の

範囲から除外しておりま

が、みなし売却日（平成

20年７月31日）までの損

益計算書及びキャッシ

ュ・フロー計算書を連結

しております。 

(1）連結子会社の数 4社 

連結子会社名 

㈱たいらや 

㈱シーズンセレクト 

㈱マスダ 

㈱やまうち 

 (2）非連結子会社の数 

3社

非連結子会社名 

㈱平成 

㈱建光青果 

㈱シー・エイチ・エス

上記非連結子会社は小

規模であり、総資産、売

上高、中間純損益(持分

に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等

は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及

ぼしておりません。 

(2）非連結子会社の数 

2社

非連結子会社名 

㈱平成 

㈱シー・エイチ・エス

上記非連結子会社は小

規模であり、総資産、売

上高、中間純損益(持分

に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等

は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及

ぼしておりません。 

(2）非連結子会社の数 

2社

非連結子会社名 

㈱平成 

㈱シー・エイチ・エス

上記非連結子会社は小

規模であり、総資産、売

上高、当期純損益(持分

に見合う額)及び利益剰

余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸

表に重要な影響を及ぼし

ておりません。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

適用会社はありません。

持分法を適用していない

非連結子会社(㈱平成、㈱

建光青果、㈱シー・エイ

チ・エス)及び関連会社(㈱

カミーナ)については、中

間純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見

合う額)等からみて、持分

法の対象から除いても中間

連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体

としても重要性に乏しいた

め、これらの会社に対する

投資については、持分法を

適用せず原価法により評価

しております。 

適用会社はありません。

持分法を適用していない

非連結子会社(㈱平成、㈱

シー・エイチ・エス)及び

関連会社(㈱カミーナ)につ

いては、中間純損益(持分

に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等から

みて、持分法の対象から除

いても中間連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性

に乏しいため、これらの会

社に対する投資について

は、持分法を適用せず原価

法により評価しておりま

す。 

適用会社はありません。

持分法を適用していない

非連結子会社(㈱平成、㈱

シー・エイチ・エス)及び

関連会社(㈱カミーナ、㈱

建光青果)については、当

期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見

合う額)等からみて、持分

法の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体とし

ても重要性に乏しいため、

これらの会社に対する投資

については、持分法を適用

せず原価法により評価して

おります。  
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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 会計処理基準に関

する事項 

 

(1）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４

月１日以降取得した建

物(建物附属設備を除

く)については定額法 

なお、主な耐用年数

は、以下のとおりであ

ります。 

建物及び構築物 

8年～34年

その他 

3年～20年
 

(1）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

建物（建物附属設備

は除く） 

a 平成10年３月31日

以前に取得したも

の 

旧定率法 

b 平成10年４月１日

から平成19年３月

31日までに取得し

たもの 

旧定額法 

c 平成19年４月１日

以後に取得したも

の 

定額法 

建物以外 

a 平成19年３月31日

以前に取得したも

の 

旧定率法 

b 平成19年４月１日

以後に取得したも

の 

定率法 

なお、主な耐用年

数は、以下のとおり

であります。 

建物及び構築物 

8年～34年

その他 

3年～20年
 

(1）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

建物（建物附属設備

は除く） 

a 平成10年３月31日

以前に取得したも

の 

旧定率法 

b 平成10年４月１日

から平成19年３月

31日までに取得し

たもの 

旧定額法 

c 平成19年４月１日

以後に取得したも

の 

定額法 

建物以外 

a 平成19年３月31日

以前に取得したも

の 

旧定率法 

b 平成19年４月１日

以後に取得したも

の 

定率法 

なお、主な耐用年

数は、以下のとおり

であります。 

建物及び構築物 

8年～34年

その他 

3年～20年
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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) 

 

 

 （追加情報） 

法 人 税 法 の 改 正

（(所得税法等の一部

を改正する法律 平成

19年３月30日 法律第

６号）及び(法人税法

施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月

30日 政令第83号)）

に伴い、前連結会計年

度から、平成19年４月

１日以降に取得したも

のについては、改正後

の法人税法に基づく方

法に変更しておりま

す。 

なお、減価償却シス

テムの変更に時間を要

したため、前中間連結

会計期間は従来の方法

によっております。し

たがって、前中間連結

会計期間は変更後の方

法によった場合と比較

して、営業利益、経常

利益及び税金等調整前

中間純利益が9,486千

円それぞれ多く計上さ

れております。 

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

備忘価額まで均等償却

する方法によっており

ます。 

当該変更に伴う損益

にあたえる影響は、軽

微であります。 

（会計方針の変更） 

法 人 税 法 の 改 正

（(所得税法等の一部

を改正する法律 平成

19年３月30日 法律第

６号）及び(法人税法

施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月

30日 政令第83号)）

に伴い、当連結会計年

度から、平成19年４月

１日以降に取得したも

のについては、改正後

の法人税法に基づく方

法に変更しておりま

す。 

これに伴い、従来の

方法によった場合と比

較して、営業利益、経

常利益及び税金等調整

前当期純利益が27,026

千円それぞれ減少して

おります。 

なお、減価償却シス

テムの変更に時間を要

したため、当中間連結

会計期間は従来の方法

によっております。し

たがって、当中間連結

会計期間は変更後の方

法によった場合と比較

して、営業利益、経常

利益及び税金等調整前

中間純利益が9,486千

円それぞれ多く計上さ

れております。 

  

 なお、上記以外は、 近の半期報告書（平成 19 年 11 月 22 日提出）及び有価証券報告書（平成 20 年５月

23 日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 
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  （開示の省略） 

 中間（期末）連結貸借対照表、中間（期末）連結損益計算書、中間（期末）連結株主資

本等変動計算書、中間（期末）連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引、有価証券、

デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、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。 

 

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 
前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社グループは小売業として、

同一セグメントに属する生鮮食品、一般食品及び日用雑貨用品等の販売を行っており、当該事業以外に事業

の種類がないため該当事項はありません。 

 

２ 所在地別セグメント情報 
前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在す

る連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。 

 

３ 海外売上高 
前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、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 562円08銭
 

１株当たり純資産額 597円12銭
 

１株当たり純資産額 547円16銭
 

１株当たり中間純利益 3円91銭
 

１株当たり中間純利益 65円89銭
 

１株当たり当期純利益 3円37銭
 

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

3円90銭
 

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

65円86銭
 

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 

3円37銭
 

(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間末
(平成19年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)

純資産の部の合計額(千円) 5,524,865 5,942,797 5,420,592

純資産の部の合計額から 
控除する金額(千円) 

54,236 128,607 92,566

 (うち新株予約権) ( 54,236) ( 128,607) ( 92,566)

普通株式に係る中間期末 
(期末)の純資産額(千円) 

5,470,628 5,814,190 5,328,025

１株当たり純資産額の算定 
に用いられた中間期末 
(期末)の普通株式の数(株) 

9,732,832 9,736,980 9,737,513
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２ １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年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株当たり中間(当期)純利
益金額 

 

中間(当期)純利益(千円) 38,032 641,587 32,835

普通株式に係る中間 
(当期)純利益(千円) 

38,032 641,587 32,835

期中平均株式数(株) 9,730,106 9,737,298 9,732,475

  

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益金額 

 

普通株式増加数(株) 26,592 4,687 21,850

(うち新株予約権) ( 26,592) ( 4,687) ( 21,850)

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益の算

定に含めなかった潜在株式

の概要 

第６回新株予約権 

（新株予約権の数 

 2,000個） 

第７回新株予約権 

（新株予約権の数 

 4,200個） 

第８回新株予約権 

（新株予約権の数 

 5,670個） 

第９回新株予約権 

（新株予約権の数 

 150個） 

第10回新株予約権 

（新株予約権の数 

 6,000個） 

第６回新株予約権 

（新株予約権の数 

 2,000個） 

第７回新株予約権 

（新株予約権の数 

 4,200個） 

第８回新株予約権 

（新株予約権の数 

 5,670個） 

第９回新株予約権。 

（新株予約権の数 

 150個） 

第10回新株予約権 

（新株予約権の数 

 6,000個） 

第11回新株予約権 

（新株予約権の数 

 6,000個） 

第６回新株予約権 

（新株予約権の数 

 2,000個） 

第７回新株予約権。 

（新株予約権の数 

 4,200個） 

第８回新株予約権 

（新株予約権の数 

 5,670個） 

第９回新株予約権。 

（新株予約権の数 

 150個） 

第10回新株予約権 

（新株予約権の数 

 6,000個） 
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(重要な後発事象) 
 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

────── 

  

  

  

  

(連結子会社の合併) 

 当社の連結子会社である㈱マスダ

（本社：茨城県常総市）と㈱やまう

ち（本社：茨城県石岡市）は、平成

20年10月１日の合併期日をもって合

併いたしました。 

（1）合併の目的 

 当社グループの主要ドミナン

トエリアのひとつである茨城県

南部において、更なる売上高の

増大と収益力の強化を目指すた

めに経営資源を集約し、地域密

着の店舗運営ノウハウを共有化

することを目的としておりま

す。 

（2）合併の方法 

 ㈱マスダを存続会社とする吸

収合併方式とし、㈱やまうちは

解散いたしました。 

（3）合併比率 

 当社100％出資の連結子会社

同士の合併であることから、合

併比率の取り決めはありませ

ん。また、合併による新株式の

発行、資本金の増加はありませ

ん。 

（4）会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」

の共通支配下の取引等の会計処

理を適用しております。 

────── 
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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 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 2,030,621  1,739,443 1,503,910  

 ２ 売掛金 20,029  25,864 25,531  

 ３ 有価証券 23,893  23,895 23,893  

 ４ たな卸資産 2,209,895  2,160,399 2,196,740  

 ５ 立替金 1,232,463  1,339,258 1,054,148  

 ６ 未収入金 1,361,311  1,363,242 1,900,990  

 ７ その他 1,176,000  1,279,953 1,320,630  

   貸倒引当金 △77,810  △106,310 △102,260  

  流動資産合計  7,976,405 27.6 7,825,746 27.0  7,923,585 28.3

Ⅱ 固定資産     

 (1）有形固定資産     

  １ 建物 7,654,020  7,482,129 7,035,398  

  ２ 土地 2,655,862  2,622,929 2,485,754  

  ３ 建設仮勘定 50,810  134,640 9,890  

  ４ その他 1,190,234  1,517,927 1,109,943  

   有形固定資産合計  11,550,927 39.9 11,757,625 40.6  10,640,987 38.1

 (2）無形固定資産  24,607 0.1 119,434 0.4  23,718 0.1

 (3）投資その他の資産     

  １ 投資有価証券 1,218,038  2,080,153 1,442,475  

  ２ 関係会社株式 1,835,000  1,137,000 1,829,900  

  ３ 敷金・保証金 4,708,159  4,385,622 4,379,200  

  ４ その他 2,089,842  2,064,249 2,118,488  

    貸倒引当金 △97,940  △93,710 △93,710  

    投資損失引当金 △362,000  △307,019 △307,019  

   投資その他の 
   資産合計 

 9,391,100 32.4 9,266,296 32.0  9,369,335 33.5

  固定資産合計  20,966,635 72.4 21,143,356 73.0  20,034,041 71.7

  資産合計  28,943,040 100.0 28,969,103 100.0  27,957,626 100.0
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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 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

 １ 買掛金 4,420,858  4,451,839 3,690,407  

 ２ 短期借入金 12,359,850  13,159,200 13,131,200  

 ３ 一年以内償還予定 
   社債 

100,000  － 100,000  

 ４ 未払金 1,631,250  1,343,892 1,178,750  

 ５ 未払法人税等 50,534  55,263 155,765  

 ６ 賞与引当金 283,000  234,000 171,000  

 ７ 役員賞与引当金 24,000  － 36,000  

 ８ 販促ポイント引当金 200,494  108,418 229,641  

 ９ 店舗撤退損引当金 －  35,184 －  

 10 その他 1,167,534  616,915 672,911  

  流動負債合計  20,237,523 69.9 20,004,713 69.0  19,365,676 69.3

Ⅱ 固定負債     

 １ 長期借入金 19,200  － 3,600  

 ２ 退職給付引当金 829,723  735,876 772,644  

 ３ 役員退職慰労引当金 356,870  374,190 370,350  

 ４ その他 1,596,324  1,861,876 1,457,649  

  固定負債合計  2,802,117 9.7 2,971,942 10.3  2,604,243 9.3

  負債合計  23,039,641 79.6 22,976,656 79.3  21,969,920 78.6
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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 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金  2,633,413 9.1 2,635,063 9.1  2,635,063 9.4

 ２ 資本剰余金     

  (1）資本準備金 2,908,259  2,909,909 2,909,909  

  (2）その他資本剰余金 38  37 38  

   資本剰余金合計  2,908,297 10.0 2,909,947 10.0  2,909,947 10.4

 ３ 利益剰余金     

  (1）利益準備金 251,000  251,000 251,000  

  (2）その他利益剰余金     

    別途積立金 1,000,000  － 1,000,000  

    繰越利益剰余金 △43,441  1,163,238 138,107  

   利益剰余金合計  1,207,558 4.2 1,414,238 4.9  1,389,107 5.0

 ４ 自己株式  △6,255 △0.0 △6,868 △0.0  △6,496 △0.0

  株主資本合計  6,743,014 23.3 6,952,380 24.0  6,927,622 24.8

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

 △68,409 △0.2 △263,098 △0.9  △207,041 △0.7

 ２ 土地再評価差額金  △825,441 △2.9 △825,441 △2.8  △825,441 △3.0

  評価・換算差額等合計  △893,851 △3.1 △1,088,540 △3.7  △1,032,482 △3.7

Ⅲ 新株予約権  54,236 0.2 128,607 0.4  92,566 0.3

  純資産合計  5,903,399 20.4 5,992,447 20.7  5,987,706 21.4

  負債純資産合計  28,943,040 100.0 28,969,103 100.0  27,957,626 100.0
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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 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  37,426,172 100.0 37,495,324 100.0  73,982,127 100.0

Ⅱ 売上原価  27,725,714 74.1 27,784,999 74.1  54,721,430 74.0

   売上総利益  9,700,458 25.9 9,710,325 25.9  19,260,697 26.0

Ⅲ 営業収入  1,034,461 2.8 1,013,703 2.7  1,922,473 2.6

   営業総利益  10,734,919 28.7 10,724,028 28.6  21,183,170 28.6

Ⅳ 販売費及び一般管理費  10,377,001 27.7 10,461,843 27.9  20,820,341 28.1

   営業利益  357,917 1.0 262,184 0.7  362,829 0.5

Ⅴ 営業外収益  107,445 0.2 128,999 0.3  428,058 0.6

Ⅵ 営業外費用  110,526 0.3 106,783 0.2  213,650 0.3

   経常利益  354,836 0.9 284,399 0.8  577,237 0.8

Ⅶ 特別利益  8,809 0.0 96,633 0.2  188,373 0.2

Ⅷ 特別損失  366,036 0.9 130,091 0.3  456,611 0.6

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

 △2,390 △0.0 250,942 0.7  308,999 0.4

   法人税、住民税 
   及び事業税 

24,000  31,600 121,200  

   法人税等調整額 29,837 53,837 0.2 96,836 128,436 0.4 62,477 183,677 0.2

   中間(当期)純利益 
   又は中間純損失 
   (△) 

 △56,227 △0.2 122,505 0.3  125,321 0.2
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(3) 中間株主資本等変動計算書 
前中間会計期間(自 平成 19 年３月１日 至 平成 19 年８月 31 日) 

 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

その他 
資本剰余金

利益準備金
別途積立金

繰越利益 
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） 2,631,433 2,906,279 38 251,000 1,000,000 110,059 △5,819 6,892,991

中間会計期間中の変動額    

 新株の発行 1,980 1,980   3,960

 剰余金の配当  △97,273  △97,273

 中間純損失  △56,227  △56,227

 自己株式の取得   △436 △436

 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) 

1,980 1,980 － － － △153,501 △436 △149,977

平成19年８月31日残高(千円) 2,633,413 2,908,259 38 251,000 1,000,000 △43,441 △6,255 6,743,014

 

評価・換算差額等 

 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 

新株予約権 純資産合計 

平成19年２月28日残高(千円） 49,383 △825,441 △776,057 12,208 6,129,142

中間会計期間中の変動額  

 新株の発行  3,960

 剰余金の配当  △97,273

 中間純損失  △56,227

 自己株式の取得  △436

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△117,793 － △117,793 42,028 △75,765

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△117,793 － △117,793 42,028 △225,742

平成19年８月31日残高(千円) △68,409 △825,441 △893,851 54,236 5,903,399
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当中間会計期間(自 平成 20 年３月１日 至 平成 20 年８月 31 日) 

 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

その他 
資本剰余金

利益準備金
別途積立金

繰越利益 
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） 2,635,063 2,909,909 38 251,000 1,000,000 138,107 △6,496 6,927,622

中間会計期間中の変動額    

 別途積立金の取崩し  △1,000,000 1,000,000  －

 剰余金の配当  △97,375  △97,375

 中間純利益  122,505  122,505

 自己株式の処分  △0  7 6

 自己株式の取得   △379 △379

 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) 

－ － △0 － △1,000,000 1,025,130 △371 24,758

平成20年８月31日残高(千円) 2,635,063 2,909,909 37 251,000 － 1,163,238 △6,868 6,952,380

 

評価・換算差額等 

 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 

新株予約権 純資産合計 

平成20年２月29日残高(千円） △207,041 △825,441 △1,032,482 92,566 5,987,706

中間会計期間中の変動額  

 別途積立金の取崩し  －

 剰余金の配当  △97,375

 中間純利益  122,505

 自己株式の処分  6

 自己株式の取得  △379

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△56,057 － △56,057 36,040 △20,017

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△56,057 － △56,057 36,040 4,740

平成20年８月31日残高(千円) △263,098 △825,441 △1,088,540 128,607 5,992,447
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前事業年度(自 平成 19 年３月１日 至 平成 20 年２月 29 日) 

 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

その他 
資本剰余金

利益準備金

別途積立金
繰越利益 
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） 2,631,433 2,906,279 38 251,000 1,000,000 110,059 △5,819 6,892,991

事業年度中の変動額    

 新株の発行 3,630 3,630   7,260

 剰余金の配当  △97,273  △97,273

 当期純利益  125,321  125,321

 自己株式の取得   △677 △677

 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) 

3,630 3,630 － － － 28,048 △677 34,630

平成20年２月29日残高(千円) 2,635,063 2,909,909 38 251,000 1,000,000 138,107 △6,496 6,927,622

 

評価・換算差額等 

 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 

新株予約権 純資産合計 

平成19年２月28日残高(千円） 49,383 △825,441 △776,057 12,208 6,129,142

事業年度中の変動額  

 新株の発行  7,260

 剰余金の配当  △97,273

 当期純利益  125,321

 自己株式の取得  △677

 株主資本以外の項目の事業年度 
 中の変動額(純額) 

△256,425 － △256,425 80,358 △176,066

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

△256,425 － △256,425 80,358 △141,436

平成20年２月29日残高(千円) △207,041 △825,441 △1,032,482 92,566 5,987,706
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(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

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 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日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)に

ついては定額法 

なお、主な耐用年数

は、以下の通りでありま

す。 

建物 8年～34年

その他 3年～30年
 

(1) 有形固定資産 

建物（建物附属設備

は除く） 

a 平成10年３月31日

以前に取得したも

の 

旧定率法 

b 平成10年４月１日

から平成19年３月

31日までに取得し

たもの 

旧定額法 

c 平成19年４月１日

以後に取得したも

の 

定額法 

建物以外 

a 平成19年３月31日

以前に取得したも

の 

旧定率法 

b 平成19年４月１日

以後に取得したも

の 

定率法 

なお、主な耐用年

数は、以下のとおり

であります。 

建物 8年～34年

その他 3年～30年
 

(1) 有形固定資産 

建物（建物附属設備

は除く） 

a 平成10年３月31日

以前に取得したも

の 

旧定率法 

b 平成10年４月１日

から平成19年３月

31日までに取得し

たもの 

旧定額法 

c 平成19年４月１日

以後に取得したも

の 

定額法 

建物以外 

a 平成19年３月31日

以前に取得したも

の 

旧定率法 

b 平成19年４月１日

以後に取得したも

の 

定率法 

なお、主な耐用年

数は、以下のとおり

であります。 

建物 8年～34年

その他 3年～30年
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

  （追加情報） 

法 人 税 法 の 改 正

（(所得税法等の一部

を改正する法律 平成

19年３月30日 法律第

６号）及び(法人税法

施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月

30日 政令第83号)）

に伴い、前事業年度か

ら、平成19年４月１日

以降に取得したものに

ついては、改正後の法

人税法に基づく方法に

変更しております。 

なお、減価償却シス

テムの変更に時間を要

したため、前中間会計

期間は従来の方法によ

っております。したが

って、前中間会計期間

は変更後の方法によっ

た場合と比較して、営

業利益、経常利益及び

税引前中間純利益が

2,173千円それぞれ多

く計上されておりま

す。 

当中間会計期間か

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年間で備

忘価額まで均等償却す

る方法によっておりま

す。 

当該変更に伴う損益

にあたえる影響は、軽

微であります。 

（会計方針の変更） 

法 人 税 法 の 改 正

（(所得税法等の一部

を改正する法律 平成

19年３月30日 法律第

６号）及び(法人税法

施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月

30日 政令第83号)）

に伴い、当事業年度か

ら、平成19年４月１日

以降に取得したものに

ついては、改正後の法

人税法に基づく方法に

変更しております。 

これに伴い、従来の

方法によった場合と比

較して、営業利益、経

常利益及び税引前当期

純利益が12,202千円そ

れぞれ減少しておりま

す。 

なお、減価償却シス

テムの変更に時間を要

したため、当中間会計

期間は従来の方法によ

っております。したが

って、当中間会計期間

は変更後の方法によっ

た場合と比較して、営

業利益、経常利益及び

税引前中間純利益が

2,173千円それぞれ多

く計上されておりま

す。 

 

 なお、上記以外は、 近の半期報告書（平成 19 年 11 月 22 日提出）及び有価証券報告書（平成 20 年５月

23 日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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６ その他 

（販売の状況） 

部門別販売実績 

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) 

   連結会計年度 
 
 
 

部門 金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

     

青       果 7,700,206 12.7% 7,785,582 12.8% 15,498,655 12.9%

鮮       魚 6,755,295 11.2% 6,650,133 10.9% 13,538,658 11.2%

精       肉 6,247,428 10.3% 6,702,828 11.0% 12,959,140 10.8%

惣       菜 5,779,014 9.6% 6,064,498 9.9% 11,474,019 9.5%

     

生 鮮 合 計 26,481,946 43.8% 27,203,043 44.6% 53,470,474 44.4%

     

デ イ リー 13,975,148 23.1% 14,054,235 23.1% 27,774,745 23.0%

一 般 食 品 12,374,876 20.5% 12,526,718 20.5% 24,389,330 20.2%

酒       類 3,672,784 6.1% 3,661,534 6.0% 7,176,933 6.0%

雑       貨 1,373,940 2.3% 1,321,911 2.2% 2,746,673 2.3%

そ の 他 2,228,637 3.7% 2,017,962 3.3% 4,457,937 3.7%

     

グロサリー合計 33,625,386 55.7% 33,582,361 55.1% 66,545,619 55.2%

     

スーパー部門計 60,107,332 99.5% 60,785,405 99.7% 120,016,093 99.6%

卸 部 門 316,389 0.5% 172,672 0.3% 478,567 0.4%

合       計 60,423,722 100.0% 60,958,078 100.0% 120,494,661 100.0%

（注)１．デイリー部門は、牛乳・乳製品・パン・漬物・冷凍食品・練物等であります。 

２．グロサリー部門におけるその他は、タバコ・花・切手等であります。 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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