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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年5月21日～平成20年11月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期第2四半期 15,013 ― 270 ― 321 ― 168 ―
20年5月期第2四半期 14,699 1.5 237 △20.7 261 △20.2 10 △96.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年5月期第2四半期 39.45 ―
20年5月期第2四半期 2.51 ―

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

21年5月期第2四半期 9,824 4,678 47.6 1,092.92
20年5月期 9,641 4,556 47.3 1,064.33

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  4,678百万円 20年5月期  4,556百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年5月期 ― 7.50 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 7.50 15.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年5月21日～平成21年5月20日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 30,200 2.7 605 23.0 645 16.4 347 56.7 81.06

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績予想の見通し等の将来に関する記述は、本資料の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
後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項については、３ページの【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に
関する定性的情報をご参照ください。 
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第2四半期  4,963,128株 20年5月期  4,963,128株
② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  682,288株 20年5月期  682,288株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  4,280,840株 20年5月期第2四半期  4,280,884株
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【定性的情報・財務諸表等】 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的

な金融不安や円高の進行による輸出の伸び悩み、原油・原材料価格の高騰などにより企業の収益悪化が顕

著になるなど景気の停滞感が高まってまいりました。 

当小売業界におきましては、国内の景気後退懸念や生活必需品の値上げを背景に消費者の生活防衛意識

の高まりによる買い控えに加え、相次ぐ食品偽装問題の発生により引き続き厳しい経営環境となりまし

た。 

このような環境の中、営業面におきましては、業績向上のため既存店店舗の改装を積極的に行う一方、

「食の安全・安心」の提供と毎日の食生活を楽しんでいただける商品の品質・品揃えを充実させた売場作

りと販売促進に努めてまいりました。 

また、ニチリウグループより商品の調達を開始し、更なる収益力の強化とお客様への利益還元ができる

体制を整えました。 

店舗開発面では、福岡県八女市に八女稲富店を、宮崎県宮崎郡にアタックス清武店を新規出店いたしま

した。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高150億13百万円（前年同期比2.1％増）、経常

利益３億21百万円（前年同期比22.9％増）、四半期純利益１億68百万円となりました。  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（1）スーパーマーケット事業 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高120億４百万円（前年同期比1.9％増)、営業利益２億27

百万円（前年同期比21.9％増）となりました。 

店舗開発の面では、スーパーマーケット事業につきましては、１店舗の新規出店及び１店舗の移転

オープン、１店舗の改装を行いました。 
  

（2）ディスカウントストア事業 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高29億82百万円（前年同期比6.8％増)、営業利益33百万

円（前年同期比20.0％減)、となりました。 

店舗開発の面では、ディスカウントストア事業につきましては、１店舗の新規出店を行いました。 
  

（3）その他事業 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高26百万円（前年同期比79％減）、営業利益９百万円

（前年同期比19.3％増）となりました。 

その他事業を営む株式会社梅乃家を、平成20年11月21日でスーパーマーケット事業を営む株式会社

マルミヤストアが吸収合併しております。 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

（1）財政状態（連結）の変動状況 

当第２四半期連結会計期間末における資産の部の残高は、前連結会計年度末に比べ１億83百万円増

加し98億24百万円となりました。主な変動は、新規出店等により商品が１億13百万円、敷金及び保証

金が１億28百万円増加したことと、現金及び預金が１億34百万円減少したことによるものでありま

す。 

当第２四半期連結会計期間末における負債の部の残高は、前連結会計年度末に比べ60百万円増加し

51億46百万円となりました。主な変動は、店舗開店等による買掛金43百万円、リース取引に関する会

計基準の適用に伴うリース債務93百万円、未払法人税等の65百万円の増加と返済による借入金１億43

百万円の減少によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産の部の残高は、前連結会計年度末に比べ１億22百万円増加し

46億78百万円となりました。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、47.3％か

ら47.6％となりました。  
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（2）連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における連結ベースでの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、38百万円増加し、19億68百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は、４億44百万円（前年同期は、支出した資金71百万円）となりま

した。 

これは主に、税金等調整前四半期純利益３億17百万円と減価償却費１億49百万円の計上によるも

のであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ１億91百万円増加し２億25百万円となりまし

た。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出１億47百万円と敷金及び保証金の差入による支出１

億86百万円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） 

財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べ29百万円減少し１億80百万円となりました。 

これは主に、長期借入金の返済による支出１億43百万円と配当金の支払額32百万円によるもので

あります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

平成20年７月14日に発表した通期の業績予想に変更はありません。 

当社グループでは、売上高につきましては季節的変動があり、また利益面では仕入先とのリベート精算

を半年毎に行っておりますので、第３四半期に比較して年度決算において粗利益率が上昇することが予想

されます。 

  
  
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) 

該当事項はありません。 

  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

(3) 四半期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 

① 四半期連結財務諸表に関する会計基準等の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準及び評価方法については、従来、主として売価還元

法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準委員会平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、

主として売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。  

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利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。 
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③ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財

務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの

会計基準等を適用し、通常の売買取引による会計処理に変更し、リース資産として計上しておりま

す。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

（追加情報） 

役員退職慰労金制度の廃止 

平成20年８月19日開催の定時株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議いた

しました。これに伴い、当該制度廃止日までの期間に対応する役員退職慰労金相当額192,800千円

を、固定負債の「長期未払金」に振り替えて表示しております。 
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5. 【四半期連結財務諸表】 

(1)【四半期連結貸借対照表】  

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年11月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月20日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,157,957 2,292,493 

売掛金 13,548 14,142 

有価証券 768 766 

商品 1,395,152 1,281,198 

貯蔵品 10,479 8,809 

繰延税金資産 37,925 49,718 

その他 211,190 284,511 

貸倒引当金 △1,160 △1,498 

流動資産合計 3,825,862 3,930,141 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 4,030,552 3,931,968 

減価償却累計額 △2,017,152 △1,920,751 

建物及び構築物（純額） 2,013,399 2,011,216 

機械装置及び運搬具 96,110 93,730 

減価償却累計額 △80,435 △77,421 

機械装置及び運搬具（純額） 15,674 16,308 

土地 1,877,918 1,877,918 

リース資産 94,090 － 

減価償却累計額 △5,048 － 

リース資産（純額） 89,042 － 

建設仮勘定 7,442 43,480 

その他 1,337,370 1,288,227 

減価償却累計額 △1,072,464 △1,022,452 

その他（純額） 264,905 265,775 

有形固定資産合計 4,268,382 4,214,698 

無形固定資産 54,334 16,255 

投資その他の資産 

投資有価証券 114,561 90,376 

長期前払費用 119,637 91,981 

敷金及び保証金 1,148,502 1,020,404 

繰延税金資産 280,215 263,675 

その他 13,281 14,012 

投資その他の資産合計 1,676,198 1,480,451 

固定資産合計 5,998,915 5,711,406 

資産合計 9,824,777 9,641,548 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年11月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月20日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 14,240 7,855 

買掛金 1,845,353 1,801,916 

短期借入金 993,826 1,010,966 

未払金 76,813 103,078 

未払費用 322,201 303,384 

未払法人税等 152,088 86,100 

未払消費税等 27,837 43,250 

賞与引当金 53,400 40,000 

役員賞与引当金 － 8,000 

店舗閉鎖損失引当金 30,000 30,000 

その他 55,503 34,875 

流動負債合計 3,571,263 3,469,427 

固定負債 

社債 300,000 300,000 

長期借入金 607,197 733,495 

長期未払金 191,528 － 

リース債務 80,235 － 

退職給付引当金 70,454 73,030 

役員退職慰労引当金 － 191,106 

その他 325,503 318,277 

固定負債合計 1,574,918 1,615,908 

負債合計 5,146,181 5,085,336 

純資産の部 

株主資本 

資本金 808,289 808,289 

資本剰余金 855,619 855,619 

利益剰余金 3,372,902 3,236,140 

自己株式 △345,144 △345,144 

株主資本合計 4,691,667 4,554,905 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △13,070 1,306 

評価・換算差額等合計 △13,070 1,306 

純資産合計 4,678,596 4,556,211 

負債純資産合計 9,824,777 9,641,548 

㈱マルミヤストア（7493）　平成21年５月期　第２四半期決算短信

－6－



(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】  

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
至 平成20年11月20日) 

売上高 15,013,133 

売上原価 12,006,214 

売上総利益 3,006,919 

その他の営業収入 71,802 

営業総利益 3,078,721 

販売費及び一般管理費 

広告宣伝費 202,965 

報酬及び給料手当 1,220,292 

福利厚生費 113,090 

賃借料 428,685 

水道光熱費 261,081 

減価償却費 149,642 

その他 432,023 

販売費及び一般管理費合計 2,807,780 

営業利益 270,941 

営業外収益 

受取利息 7,566 

受取配当金 1,060 

受取事務手数料 37,426 

その他 24,104 

営業外収益合計 70,157 

営業外費用 

支払利息 15,113 

社債利息 3,419 

その他 1,272 

営業外費用合計 19,805 

経常利益 321,293 

特別利益 

固定資産売却益 1,047 

貸倒引当金戻入額 538 

特別利益合計 1,585 

特別損失 

固定資産除却損 98 

減損損失 2,755 

投資有価証券評価損 2,730 

特別損失合計 5,584 

税金等調整前四半期純利益 317,294 

法人税、住民税及び事業税 143,421 

法人税等調整額 5,004 

法人税等合計 148,426 

四半期純利益 168,868 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】  

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
至 平成20年11月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 317,294 

減価償却費 149,642 

減損損失 2,755 

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,400 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,000 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △338 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,576 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △191,106 

長期未払金の増減額（△は減少） 191,528 

受取利息及び受取配当金 △8,627 

支払利息 18,532 

有形固定資産売却損益（△は益） △1,047 

有形固定資産除却損 98 

投資有価証券評価損益（△は益） 2,730 

売上債権の増減額（△は増加） 594 

たな卸資産の増減額（△は増加） △115,624 

仕入債務の増減額（△は減少） 44,748 

長期前払費用の増減額（△は増加） △31,851 

その他 149,696 

小計 531,850 

利息及び配当金の受取額 8,627 

利息の支払額 △17,773 

法人税等の支払額 △78,106 

営業活動によるキャッシュ・フロー 444,597 

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 △130,000 

定期預金の払戻による収入 303,000 

有形固定資産の取得による支出 △147,159 

有形固定資産の売却による収入 5,259 

無形固定資産の取得による支出 △43,736 

無形固定資産の売却による収入 68 

投資有価証券の取得による支出 △51,043 

敷金及び保証金の差入による支出 △186,899 

敷金及び保証金の回収による収入 24,220 

貸付金の回収による収入 900 

投資活動によるキャッシュ・フロー △225,390 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △143,438 

リース債務の返済による支出 △5,300 

配当金の支払額 △32,003 

財務活動によるキャッシュ・フロー △180,741 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 38,465 

現金及び現金同等物の期首残高 1,930,260 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,968,725 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

  

(5) セグメント情報 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年５月21日 至 平成20年11月20日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 

 (1) スーパーマーケット事業………生鮮食品、一般食料品及び日用雑貨品等の販売 

                水産物の仕入、卸し、販売 

 (2) ディスカウントストア事業……一般食料品及び日用雑貨品等の販売 

                レジャー関連用品(主に釣具)の販売 

 (3) その他事業………………………弁当類・飲食物の販売 

３ 「定性的情報・財務諸表等」4.その他(3)四半期連結財務諸表に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の

変更②に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

委員会平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用しております。これによる営業利益に与える影響は

軽微であります。 

４ その他事業を営む連結子会社の株式会社梅乃家を、平成20年11月21日で当社に吸収合併しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する子会社及び在外支店がない

ため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

  

スーパーマー
ケット事業 
(千円)

ディスカウン
トストア事業

(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

  営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

12,074,565 2,983,438 26,932 15,084,936 ─ 15,084,936

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

31,226 21,660 251,019 303,906 (303,906) ─

計 12,105,792 3,005,099 277,951 15,388,842 (303,906) 15,084,936

  営業費用 11,878,323 2,971,402 268,464 15,118,190 (304,195) 14,813,995

  営業利益 227,468 33,696 9,486 270,652 288 270,941
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(7) 重要な後発事象 

 
  

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年５月21日 至 平成20年11月20日)

 

（連結子会社の吸収合併）

１ 合併の概要

当社は、当社の連結子会社（100％出資）である株式会社梅乃家を平成20年11月21日を効力発生日とし

て、吸収合併を行いました。

２ 合併の目的

当社スーパーマーケットの一部にテナントとして出店し、弁当、惣菜等の販売を営む連結子会社である株

式会社梅乃家の吸収合併により、スーパーマーケット事業の生産性の向上と一層の経営効率及び惣菜部門の

管理強化を図るためであります。

３ 合併方式

当社を存続会社とし、株式会社梅乃家を消滅会社とする吸収合併であります。

４ 合併比率及び合併交付金

本合併は、共通支配下での合併となるため、合併比率の取り決め、及び合併交付金の支払はありません。

５ 実施する会計処理の概要

本合併は、共通支配下の取引となるため、内部取引として消去致します。

６ 合併当事会社の概要

（平成20年11月20日現在）

商 号
株式会社マルミヤストア

(存続会社)
株式会社梅乃家
(消滅会社)

設立年月日 昭和47年５月４日 平成10年３月23日

主な事業内容
生鮮食品、一般食料品及び日用雑貨
品等の販売

弁当類、飲食物、食料品及び日用雑
貨品等の販売

本社所在地 大分県佐伯市野岡町二丁目１番10号 大分県佐伯市野岡町二丁目１番10号

代表者の役職・氏

名
代表取締役社長 池邉 恭行 代表取締役社長 宮野 雅良

資本金 808,289千円 50,000千円

発行済株式数 4,963,128株 1,000株

売上高 11,997,396千円 307,096千円

当期純利益 157,562千円 5,222千円

資産 8,062,506千円 172,772千円

負債 3,652,680千円 91,271千円

純資産 4,409,826千円 81,500千円

決算期 ５月20日 ５月20日

従業員数 168名 ７名

株主構成 宮野雅良 41.57％ ㈱マルミヤストア      100％

マルミヤ取引先持株会 6.35％

㈱大分銀行 3.33％

宮野美代子 2.33％

第一生命保険（相） 2.29％
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「参考資料」 

(1) （要約）前中間連結損益計算書 

 
  

科  目

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年５月21日  
 至 平成19年11月20日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 14,699,030

Ⅱ 売上原価 11,898,223

   売上総利益 2,800,807

Ⅲ その他の営業収入 70,252

   営業総利益 2,871,059

Ⅳ 販売費及び一般管理費 2,633,639

   営業利益 237,420

Ⅴ 営業外収益 53,702

 １ 受取利息 7,737

 ２ 受取配当金 676

 ３ 電算機事務処理料 24,307

 ４ その他 20,981

Ⅵ 営業外費用 29,606

 １ 支払利息 18,282

 ２ 社債利息 3,415

 ３ その他 7,907

   経常利益 261,517

Ⅶ 特別利益 9,448

 １ 損害賠償金収入 9,448

Ⅷ 特別損失 211,452

 １ 固定資産除却損 554

 ２ 減損損失 14,485

 ３ 役員退職慰労金 3,225

 ４ 役員退職慰労引当金繰入額 184,454

 ５ 過年度委託手数料 8,733

   税金等調整前中間純利益 59,513

   法人税、住民税及び事業税 103,225

   法人税等調整額 △54,455

   中間純利益 10,742
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(2) （要約）前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年５月21日
至 平成19年11月20日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前中間純利益 59,513

 減価償却費 135,028

 減損損失 14,485

 賞与引当金の増加額 2,529

 貸倒引当金の増加額 264

 退職給付引当金の減少額 △5,216

 役員賞与引当金の減少額 △8,000

 役員退職慰労引当金の増加額 187,718

 受取利息及び受取配当金 △8,414

 支払利息 21,698

 有形固定資産除却損 554

 売上債権の減少額 20,828

 たな卸資産の増加額 △178,126

 仕入債務の減少額 △146,577

 建設協力金に含まれる前払家賃の減少額 1,940

 その他 23,216

    小計 121,441

 利息及び配当金の受取額 8,414

 利息の支払額 △22,144
 法人税等の支払額 △179,336

   営業活動によるキャッシュ・フロー △71,625

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 定期預金の純減少額 350,075

 有形固定資産の取得による支出 △324,966

 有形固定資産の売却による収入 529

 無形固定資産の取得による支出 △4,690

 投資有価証券の取得による支出 △84

 敷金保証金等の差入による支出 △84,865

 敷金保証金等の回収による収入 29,325

 貸付金の回収による収入 900
 その他 △168

   投資活動によるキャッシュ・フロー △33,946

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入金の純減少額 △700,000

 長期借入金の借入による収入 700,000

 長期借入金の返済による支出 △168,174

 自己株式の取得による支出 △106
 配当金の支払額 △42,444

   財務活動によるキャッシュ・フロー △210,724

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △316,296

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,258,961

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,942,665
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(3) セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 

前中間連結累計期間(自 平成19年５月21日 至 平成19年11月20日) 

 
  

スーパーマー
ケット事業 
(千円)

ディスカウン
トストア事業

(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

  営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

11,847,914 2,792,828 128,539 14,769,282 ─ 14,769,282

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

29,551 36,775 226,626 292,953 (292,953) ─

計 11,877,465 2,829,604 355,166 15,062,236 (292,953) 14,769,282

  営業費用 11,690,788 2,787,458 347,217 14,825,464 (293,602) 14,531,862

  営業利益 186,676 42,146 7,948 236,771 648 237,420
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