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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第52期中 第53期中 第54期中 第52期 第53期

会計期間

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
６月30日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
６月30日

自　平成20年
１月１日

至　平成20年
６月30日

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
12月31日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
12月31日

売上高 (百万円) 467,945 461,563 459,510 960,861 952,301

 経常損失 (百万円) 4,282 5,480 4,854 2,614 6,479

中間(当期)純損失 (百万円) 54,029 6,915 7,617 55,792 20,931

純資産額 (百万円) 55,611 47,013 22,777 53,691 32,162

総資産額 (百万円) 516,465 537,010 470,319 547,922 517,494

１株当たり純資産額 (円) △27.48 △27.81 △721,471,142.86 △29.63 △14.25

１株当たり中間

 (当期)純損失
(円) 60.86 7.49 217,637,542.86 62.82 22.39

潜在株式調整後

１株当たり中間 

(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 10.8 8.7 4.8 9.8 6.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △34,729 △15,011 △24,357 17,597 △6,019

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △2,098 △4,897 1,648 △14,840 △9,861

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △27,826 13,377 16,570 △41,255 △5,774

現金及び現金同等物

の中間期末(期末)残高
(百万円) 44,778 64,405 43,142 70,937 49,280

従業員数

(外、平均臨時雇用者数

)

(名)
6,280

(27,171)

6,259

(27,360)

5,539

(24,798)

6,321

(27,385)

5,697

(26,946)

　(注) 　 １ 　売上高には、消費税等は含まれていません。

２   潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、中間(当期)純損失が計上されているため記載していません。

３　 第52期、第53期の１株当たり純資産額については、期末純資産額から「期末発行済優先株式数×発行価格」及び「その他の普通株

主に帰属しない金額」を控除した金額を期末発行済普通株式数(「自己株式」及び「子会社の所有する親会社株式」を除く)で除

して計算しています。また、第52期中、第53期中及び第54期中の１株当たり純資産額は中間期末純資産額から「中間期末発行済優先

株式数×発行価格」及び「その他の普通株主に帰属しない金額」を控除した金額を中間期末発行済普通株式数(「自己株式」及び

「子会社の所有する親会社株式」を除く)で除して計算しています。

４　 第52期中の中間純損失及び第52期の当期純損失の大幅な増加は、「固定資産の減損に係る会計基準」適用に伴う減損損失の計上に

よるものです。

５　 第54期中の１株当たり中間純損失を計算するに当たり、平成20年３月18日開催の定時株主総会決議により

普通株式を全部取得条項付種類株式として取得し、当該取得と引換えに取得対価として、定款変更により新たに設けられた普通株

式(新普通株式)35株を発行していることから、１株当たり中間純損失については、中間純損失を普通株式(新普通株式)35株で除して

計算しています。
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(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次 第52期中 第53期中 第54期中 第52期 第53期

会計期間

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
６月30日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
６月30日

自　平成20年
１月１日

至　平成20年
６月30日

自　平成18年
１月１日

至　平成18年
12月31日

自　平成19年
１月１日

至　平成19年
12月31日

売上高 (百万円) 333,535 330,851 333,480 685,268 686,710

経常損失 (百万円) 2,897 3,254 485 1,683 1,807

中間(当期)純損失 (百万円) 44,468 5,666 7,735 47,774 23,465

資本金 (百万円) 129,895 64,539 31,543 129,895 64,543

発行済株式総数 (株)

　普通株式

889,486,797

 

　

 

Ａ種優先株式

8,000,000

Ｂ種優先株式

12,000,000

Ｃ種優先株式

12,000,000

Ｄ種優先株式

48,000,000

　普通株式

931,462,560

 

　

 

Ａ種優先株式

8,000,000

Ｂ種優先株式

12,000,000

Ｃ種優先株式

12,000,000

Ｄ種優先株式

48,000,000

　普通株式

35

全部取得条項

付種類株式

1,117,455,887

Ａ種優先株式

8,000,000

Ｂ種優先株式

12,000,000

Ｃ種優先株式

12,000,000

Ｄ種優先株式

48,000,000

　普通株式

889,486,797

 

　

 

Ａ種優先株式

8,000,000

Ｂ種優先株式

12,000,000

Ｃ種優先株式

12,000,000

Ｄ種優先株式

48,000,000

　普通株式

1,117,455,887

 

　

 

Ａ種優先株式

8,000,000

Ｂ種優先株式

12,000,000

Ｃ種優先株式

12,000,000

Ｄ種優先株式

48,000,000

純資産額 (百万円) 65,808 56,556 28,632 61,890 37,994

総資産額 (百万円) 480,495 504,943 450,633 504,420 483,324

１株当たり配当額 (円) ― ― － ― ―

自己資本比率 (％) 13.7 11.2 6.4 12.3 7.9

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
(名)

3,853

(14,900)

3,831

(14,448)

3,375

(12,363)

3,938

(14,836)

3,440

(13,843)

　 (注) １　売上高には、消費税等は含まれていません。

２　「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純損失」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利

益」は、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しています。

３　第52期中の中間純損失及び第52期の当期純損失の大幅な増加は、「固定資産の減損に係る会計基準」適用に

伴う減損損失の計上によるものです。
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２【事業の内容】

(1) 事業内容の重要な変更

　当中間連結会計期間において、当グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

(2) 主要な関係会社の異動

小売産事業

　小売事業を営んでいました㈱札幌ワイエフ(連結子会社)、㈱岐阜ワイエフ(連結子会社)及び㈱東北若菜(連結子

会社)は、平成20年１月１日に㈱若菜(連結子会社)に吸収合併されたため関係会社に該当しなくなりました。

３【関係会社の状況】

 除外

　平成20年１月１日付で、㈱若菜(当社の連結子会社)が、㈱札幌ワイエフ(当社の連結子会社)、㈱岐阜ワイエフ（当

社の連結子会社）、㈱東北若菜（当社連結子会社）を吸収合併しました。

４【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 （平成20年６月30日現在）

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名）

小売事業
5,536

(24,794)

不動産事業
3

(4)

計
5,539

(24,798)

　 (注) 　従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は（　）内に当中間連結会計期間の平均人数を外数で記載しています。

(2) 提出会社の状況

　 （平成20年６月30日現在）

従業員数（名）
3,375

(12,363)

　 (注) 　従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は（　）内に当中間会計期間の平均人数を外数で記載しています。

(3) 労働組合の状況

　当社及び連結子会社における労使関係は、きわめて安定して推移しており、特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

  当中間連結会計期間における連結売上高は4,595億10百万円(前年同期比99.6％)、営業損失９億93百万円(前中間連

結会計期間は営業損失22億47百万円)、経常損失48億54百万円(同経常損失54億80百万円)となりました。売上高は前年

に比べて減少しましたが、営業経費の削減により、営業損失及び経常損失に関しては前年に比べて改善することが

できました。

　なお、貸倒引当金繰入額等の特別損益を加えた結果、中間純損失は76億17百万円(同中間純損失69億15百万円)とな

りました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

（小売事業）

　当中間連結会計期間において「西友改革：４つの差別化」を軸として営業の強化に取組んだ結果、食品の売上

は好調に推移しましたが、第２四半期に入り諸物価の高騰やお客様の買い控えなどの影響もあり、売上高は4,581

億58百万円(前年同期比99.6％)、営業損失19億68百万円(前中間連結会計期間は営業損失32億70百万円)となりまし

た。

（不動産事業）

　不動産事業においては、新規テナントの誘致、施設管理費用の見直しを図る等不動産の収益維持向上に努めまし

たが、テナント撤退等により減収となりました。

　これらの結果、売上高は28億97百万円(前年同期比98.6％)、営業利益９億58百万円(前年同期比93.6％)となりまし

た。

　当年１月１日付で株式会社札幌ワイエフ、株式会社岐阜ワイエフ及び株式会社東北若菜は、株式会社若菜に吸収

合併されたため、連結子会社数は前期末と比較し３社減の13社となりました。また７月１日には株式会社九州西

友、株式会社北海道西友、株式会社エス・エス・ブイ、株式会社東北西友及び株式会社サニーを株式会社西友に吸

収合併しています。

所在地別セグメントの業績は、「本邦」以外のセグメントがないため記載すべき事項はありません。

(2) キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比較し61億38百万円減少し、

431億42百万円となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前中間純損失71億16百万円に減価償却費74億80百万円を加

える一方、売上債権の減少額141億83百万円、仕入債務の529億45百万円減少などがあり、差し引き243億57百万円の

減少となりました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、固定資産取得による支出125億22百万円に対し、定期預金取崩による増

加52億83百万円、固定資産売却による収入69億85百万円などがあり、差し引き16億48百万円の増加となりました。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入金による収入2,270億34百万円に対し、長期借入金の返済によ

る支出1,734億54百万円、短期借入金の減少額354億円の減少などにより差し引き165億70百万円の増加となりまし

た。
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２【生産、受注及び販売の状況】

　当中間連結会計期間における売上高を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別
セグメントの名称

品名 売上高（百万円） 前年同期比（％）

　小売事業

衣料品 52,366 83.5

家庭用品 56,372 111.5

食品 333,960 103.4

その他 56,032 93.3

消去 △40,573 113.0

計 458,158 99.6

  不動産事業 不動産事業 2,897 98.6

消去 △1,545 96.9

合計 459,510 99.6

 　(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていません。

３【対処すべき課題】

(１)　「４つの差別化」の加速

　2007年度からスタートしました「西友改革：４つの差別化」をさらに強力に推し進め、「価格」「鮮度・品質」

「品揃え」「利便性」の４つの点のすべてにおいてお客様に対して価値あるお買い物機会を提供することを目指

します。特に各種原材料の高騰を背景にメーカーによる食品、日用品などの値上げの動きが顕在化している中に

あって、鮮度・品質面で妥協することなく、更にお買い得な価格での商品の提供に向けて、より一層努力してまいり

ます。商品面では、衣料品・住居用品の再構築、店舗面では大型店・ＧＭＳの改装により売上拡大を図ってまいりま

す。

　また、お客様の利便性向上の観点から、24時間営業の店舗を可能なかぎり拡大し、夜間の品揃えも強化します。

(２)　全社的な業務効率化の推進

　2007年度に実施したシステム統合や本部組織の改編を受けて、引き続き本部及び店舗における業務の効率化を進

めてまいります。

(３)　店舗改装

　2008年度も引き続き店舗の改装を積極的に行い地域のお客様のご要望にお応えする品揃えや、売場環境の改善に

積極的に取組んでまいります。上期中は24店舗の改装を行いましたが、下期には大型店の改装も本格化させ、取扱商

品の拡大や売場レイアウトの改善を通じて、営業力の大幅な向上を図ってまいります。

(４)　人財の育成

　お客様により良いサービスを提供するために、人財教育に力を入れています。商品の加工技術や整備などの技能ト

レーニングだけでなく、企業文化などの研修を通じてグローバルな視野を持つ人財育成を行ってまいります。

(５)　サステナビリティ(持続可能な社会実現)

　西友グループでは、「価格」「鮮度・品質」「品揃え」「利便性」という４つの価値を実現するうえで不可欠な

取組みとしてサステナビリティを位置付け、全社・全部門の仕事の中にこの考え方を導入しようとしています。昨

年６月にレジ袋削減のために始めた「ハチドリキャンペーン」により2008年６月月間のレジ袋辞退率は42.9％(全

店平均)となりました。また、商品の安全や、人財育成、環境問題への配慮といった取組みを引き続き実施するのに加

え、グローバルな商品調達での容器包装・梱包材の削減による廃棄物・輸送コストの削減や、店舗エネルギー効率

の改善などを、お取引様と協働しつつ進め、環境負荷の軽減と省コストに努めてまいります。

(６)　下期の取り組み

　西友グループの店舗は、質の良い商品をベストな価格でお届けし、ご来店くださるすべてのお客様に価値あるお買

い物の機会を提供することを通じてお客様のより豊かな暮らしの実現を応援しています。そのために次の４つを柱

にお客様視点による競合との「差別化」を図ってまいります。

　１.　食料品・日用品で地域最強の価格を提供

　２.　価値ある鮮度を提供

　３.　価値ある利便性の提供

　４.　衣料品・住居用品で魅力ある価値を提供
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　この「価値」には、「品揃え」「品質」「鮮度」「利便性」そして「価格」が含まれます。

　下期には、食料品分野での「毎日がお買い得」(ＥＤＬＰ)対象品目の拡大を進めると共に、衣料品や住居用品にお

いても店舗での品揃えの拡大やプライス・リーダーシップの強化に取組んでまいります。

４【経営上の重要な契約等】

　当社と子会社の合併

　当社は、平成20年５月19日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社九州西友、株式会社北海道西友、

株式会社エス・エス・ブイ、株式会社東北西友及び株式会社サニーの５社を平成20年７月１日付で吸収合併する決議

を行い、同年５月20日に、吸収合併に関する契約を締結いたしました。

　吸収合併の概要は後発事象に記載しています。

５【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備計画の変更

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、重要な設備計画の変更はありません。

(2) 重要な設備計画の完了

　前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間において完了したものは、次のとおりで

あります。

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメント

設備の内容
投資額

(百万円)
摘要

㈱若菜
福岡広川工場

(福岡県八女郡広川町)
小売事業 工場 497 平成20年６月稼動　

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれていません。

(3) 重要な設備の新設、除却等

　当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 10,000,000

全部取得条項付株式 2,190,000,000

優先株式 80,000,000

計 2,280,000,000

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)

（平成20年６月30日）

提出日現在
発行数(株)

（平成20年９月19日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 35 35 非上場(注１) － 

全部取得条項付株式 1,117,455,887 1,117,455,887 　 　

Ａ種優先株式 8,000,000 8,000,000 　 　

Ｂ種優先株式 12,000,000 12,000,000 非上場 (注２,３,４)

Ｃ種優先株式 12,000,000 12,000,000 　 　

Ｄ種優先株式 48,000,000 48,000,000 　 　

計 1,197,455,922 1,197,455,922 ― ―

(注)１ 東京証券取引所については、平成20年４月19日に上場廃止となっています。

　　２ 全部取得条項に関する定め

① 当社が平成20年３月18日現在において発行済の株式(優先株式を除く。)は、当社が株主総会の決議によってその全

部を取得できるものとする。

② 当社が全部取得条項付株式の全部を取得する場合には、その取得と引換えに、全部取得条項付株式１株につき普

通株式0.000000032株の割合をもって普通株式を交付する。

３　普通株式を対価とする取得請求権の行使期間 

Ａ種優先株式　平成18年６月21日以降 

Ｂ種優先株式　平成18年12月21日以降 

Ｃ種優先株式　平成19年12月21日以降 

Ｄ種優先株式　平成20年12月21日以降 

４　その他Ａ種ないしＤ種優先株式の共通事項

①（優先配当金）

当社は、剰余金の配当を行うときは、優先株式を有する株主（以下「優先株主」という）または優先株式の登録

株式質権者（以下「優先登録質権者」という）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という）およ

び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録質権者」という）に先立ち、優先株式１株につき下記②に定める額

の金銭（以下「優先配当金」という）を支払う。ただし、当該事業年度において下記③に定める優先中間配当金

を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額を支払うものとする。

② (優先配当金の額)

優先配当金の額は、優先株式の発行価額（1,000円）に、各事業年度毎に下記の配当年率（以下「優先配当年率」

という）を乗じて算出した額とする。ただし、優先株式発行初年度の優先配当金については、当該金額を配当起算

日から事業年度の最終日までの日数（初日および最終日を含む）で日割り計算した額とする。

優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果が100円を超

える場合は、優先配当金の額は100円とする。

優先配当年率は、平成17年12月21日以降、各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。
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　優先配当年率 ＝ 日本円TIBOR（６ヵ月物） ＋ 1.8％

優先配当年率は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

　「日本円TIBOR（６ヵ月物）」とは、(i)平成17年12月31日に終了する事業年度においては、平成17年12月21日におい

て、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）と

して全国銀行協会によって公表される数値を指し、また、(ii)それ以降の事業年度においては、当該事業年度中の１

月１日および７月１日（それぞれ当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点（以下、平成17年12月21日と併

せて「優先配当年率決定基準日」と総称する）において、午前11時における日本円６ヵ月物トーキョー・イン

ター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会によって公表される数値の平均値を

指すものとする。優先配当年率決定基準日に日本円TIBOR（６ヵ月物）が公表されない場合は、同日（当日がロ

ンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロン

ドン銀行間市場出し手レート（ユーロ円LIBOR６ヵ月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によっ

て公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを上記平均値の算出において用いるものとする。

 

③（優先中間配当金）

当社は、剰余金の配当を行うときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主および普通登録質権者に先

立ち、優先株式１株につき各事業年度における優先配当金の２分の１の金額の金銭(以下「優先中間配当金」とい

う)を支払う。

④（非累積条項）

ある事業年度において、優先株主または優先登録質権者に対して支払う優先株式１株あたりの剰余金の配当の額

が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度に累積しない。

⑤（非参加条項）

優先株主または優先登録質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。

⑥（残余財産の分配）

当社は残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録質権者に対し、普通株主または普通登録質権者に先

立ち、優先株式1株につき1,000円の金銭を支払う。優先株主または優先登録質権者に対しては、前記のほか残余財

産の分配は行わない。

⑦（議決権）

優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

⑧（新株引受権等）

当社は、法令に定める場合を除き、優先株式について株式の併合または分割を行わない。また、優先株主に対し、募

集株式の割当てを受ける権利および募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式無償割当ておよび新株

予約権の無償割当ては行わない。

⑨（取得請求権）

優先株主は、次に定める取得の条件で、当社が優先株式を取得するのと引換えに普通株式の交付を請求すること

ができる。

(ⅰ)取得の条件

 (a) 当初取得価額

当初取得価額は、１株につき205円とする。

尚、Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式およびＣ種優先株式の取得価額は、当該優先株式それぞれの取得価額修正条項に

基づき、下記の通り当初取得価額が修正されている。

１．Ａ種優先株式

 　　　修正後取得価額　　　　　134円

　  　　　適用日　　　　　　　　平成19年12月21日以降

２．Ｂ種優先株式

 　　　修正後取得価額　　　　　134円

 　　　　適用日　　　　　　　　平成19年12月21日以降

３．Ｃ種優先株式

 　　　修正後取得価額　　　　　134円

    　　　適用日　　　　　　　　平成19年12月21日以降 
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 (b) 取得価額の修正

取得価額は、種類毎の取得請求期間の開始日以降、毎年６月21日および12月21日に、当該日に先立つ一定期間の普

通取引の終値の平均値（当社の普通株式につき取引所金融商品市場における売買等が行なわれなくなった場合

は、当該日における普通株式の公正価額として取締役会が定めた額)に修正される。ただし、修正後の取得価額の下

限および上限を付するものとする。

 (c) 取得価額の調整

取得価額は、当社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合、普通株式の分割を行なう場合その

他一定の場合には、適切に調整されるものとする。

(ⅱ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数

当社が優先株式を取得するのと引換えに交付すべき普通株式の数は、次の算式により算定されるものとする。

なお、交付すべき普通株式数として算定された数に端数が生じたときはこれを切捨て、会社法第167条第３項各

号に定める金銭の交付は行わない。

交付すべき

普通株式数
×

優先株主から取得する優先株式

の払込金額の総額 × 0.000000032

取得価額   

⑩（優先配当金ならびに優先中間配当金の除斥期間）

優先配当金および優先中間配当金の支払いについては、支払開始の日から３年を経過したときは、当社は、支払い

の義務を免れる。当該未払いの配当財産には、利息をつけない。

⑪（優先順位）

当社の発行する各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金ならびに残余財産の分配の支払順位は同順位とす

る。
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（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
　

（百万円）

資本金残高
　

（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成20年１月１日～

平成20年６月30日　
35 1,197,455,922 △33,000 31,543 0 3

(注)１　普通株式の全部取得条項付種類株式への転換による普通株式の増加

当社は、平成20年３月18日開催の定時株主総会決議により普通株式1,117,455,887株を各株主から全部取得条項付

種類株式として取得し、当該取得と引換えに取得対価として、定款変更により新たに設けられた普通株式(「新普

通株式」という)35株を発行しています。

　　２　資本金の減少

平成20年３月18日開催の定時株主総会において、当社が株式の買取り等を行う場合に必要な分配可能額を確保す

ることを目的として、資本金330億円の減少を行うことを決議いたしました。なお、減少した資本金の額は、その他

資本剰余金に振り替えています。

（５）【大株主の状況】

(普通株式) 平成20年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ワイオミング　ホールディング　

ジーエムビーエイチ

(常任代理人　株式会社みずほ

コーポレート銀行)

Bachstrasse 56, 8200 Schaffhausen.

Switzerland

 (東京都中央区日本橋兜町６番７号)

35 100.00

計 ― 35 100.00

(注)　当社は、平成20年３月18日開催の定時株主総会決議により普通株式1,117,455,887株を各株主から全部取得条項付種類

株式として取得し、当該取得と引換えに取得対価として、定款変更により新たに設けられた普通株式(「新普通株

式」という)35株を発行しています。

 (全部取得条項付種類株式) 平成20年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 (％)

株式会社　西友　（注） 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 1,117,455 100.00

計 ― 1,117,455 100.00

(注)　全部取得条項付種類株式の自己株式数は、平成20年３月18日開催の定時株主総会決議により当社が発行済当社普通株

式を各株主から全部取得条項付種類株式として取得したものであります。
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 (Ａ種優先株式) 平成20年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 (％)

株式会社　西友　（注） 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 8,000 100.00

計 ― 8,000 100.00

 (Ｂ種優先株式)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
 (千株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 (％)

株式会社　西友　（注） 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 12,000 100.00

計 ― 12,000 100.00

　

 (Ｃ種優先株式) 平成20年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 (％)

株式会社　西友　（注） 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 12,000 100.00

計 ― 12,000 100.00

　

 (Ｄ種優先株式) 平成20年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合 (％)

ワイオミング　ホールディング　ジーエ

ムビーエイチ

(常任代理人　株式会社みずほコーポ

レート銀行)

Bachstrasse 56, 8200 Schaffhausen.

Switzerland

(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

48,000 100.00

計 ― 48,000 100.00

 (注)　Ａ種、Ｂ種、Ｃ種優先株式の自己株式数は、普通株式への転換に伴なう取得請求権の行使によるものであります。(優先

株式を取得し、引換えに普通株式を交付)
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 （平成20年６月30日現在）

区分 株式数 (株) 議決権の数 (個) 内容

無議決権株式

全部取得条項付種類株式

1,117,455,887

 Ａ種優先株式

8,000,000

Ｂ種優先株式

12,000,000

Ｃ種優先株式

12,000,000

Ｄ種優先株式

48,000,000

―
「１(１)②発行済株式」

の「内容」の記載を参照

議決権制限株式 (自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式 (その他) ― ― ―

完全議決権株式 (自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式 (その他)
普通株式

35
　

35
―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 1,197,455,922 ― ―

総株主の議決権 ― 35 ―

　

②【自己株式等】

　 （平成20年６月30日現在）

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式
の合計

(株)

発行済普通株式総
数に対する所有株
式数の割合 (％)

－　 －　 － －　 － －

計 ― － － － －
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２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 137 138 139 140 － －

最低（円） 135 134 136 137 － －

　（注）　平成20年４月19日付けで上場廃止し、ウォルマート・ストアーズInc.の完全子会社となったことに伴ない、最終取

引日である平成20年４月18日までの株価について記載しています。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

　退任執行役

役名 職名 氏名 退任年月日

執行役
シニア　バイス　プレジデント

「ディベロップメントセンター本部」担当　
ピーター・ジョン・シャープ　 平成20年７月11日
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第５【経理の状況】

１　中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。

　前中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づ

き、当中間連結会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基

づいて作成しています。

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。

　前中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中

間会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成して

います。

２　監査証明について

　当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日ま

で）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成20年１月１日から平成

20年６月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）の中

間財務諸表について、新日本有限責任監査法人により中間監査を受けています。

　なお、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本有限責任監査法人となっ

ています。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【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６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部） 　          

Ⅰ　流動資産 　          

１　現金及び預金 ※２  65,188   43,642   55,063  

２　受取手形及び売掛金 　  24,022   15,010   29,194  

３　たな卸資産 　  50,028   46,353   52,916  

４　繰延税金資産 　  306   314   335  

５　その他 　  18,833   17,783   19,093  

６　貸倒引当金 　  △23   △65   △33  

流動資産合計 　  158,356 29.5  123,039 26.2  156,570 30.3

Ⅱ　固定資産 　          

(1)有形固定資産 ※１          

１　建物及び構築物 ※２  115,111   108,030   116,986  

２　土地 ※２  116,100   116,809   112,883  

３　その他 　  11,472   10,266   10,013  

有形固定資産合計 　  242,684 45.2  235,106 50.0  239,883 46.4

(2)無形固定資産 　          

１  のれん 　  520   230   371  

２　その他 　  6,079   5,245   5,673  

無形固定資産合計 　  6,599 1.2  5,476 1.1  6,045 1.1

(3)投資その他の資産 　          

１　投資有価証券 ※２　  10,362   5,788   8,107  

２　長期貸付金 ※２  42,345   34,823   36,624  

３　敷金・保証金 ※２  66,949   64,081   66,789  

４　繰延税金資産 　  606   691   622  

５　その他 　  13,893   7,398   7,633  

６　貸倒引当金 　  △4,788   △6,085   △4,782  

投資その他の資産
合計 

　  129,369 24.1  106,696 22.7  114,995 22.2

固定資産合計 　  378,653 70.5  347,280 73.8  360,923 69.7

資産合計 　  537,010 100.0  470,319 100.0  517,494 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年12月31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 　  86,773   50,180   103,126  

２　短期借入金 ※２  55,233   7,789   243,010  

３　一年内返済予定関係
会社長期借入金

　  －   68,335   －  

４　一年内償還予定社債 　  1,600   －   1,600  

５　コマーシャル・ペー
パー

　  36,400   20,700   34,300  

６　未払法人税等 　  1,037   1,039   1,400  

７　賞与引当金 　  1,756   1,443   568  

８　商品券回収損失引当
金

　  －   145   －  

９  関係会社預り金 　  －   7,519   －  

10　その他 ※２  27,610   20,381   28,919  

流動負債合計 　  210,410 39.2  177,535 37.8  412,925 79.8

Ⅱ　固定負債 　          

１　長期借入金 ※２  235,372   17,192   30,601  

２　関係会社長期借入金 　  －   212,075   －  

３　繰延税金負債 　  1,163   2,686   2,721  

４　再評価に係る
  　繰延税金負債

　  3,327   2,586   2,586  

５　退職給付引当金 　  13,892   13,851   13,311  

６　役員退職慰労引当金 　  20   20   32  

７　その他 ※２  25,809   21,594   23,151  

固定負債合計 　  279,586 52.0  270,007 57.4  72,405 14.0

負債合計 　  489,996 91.2  447,542 95.2  485,331 93.8

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１　資本金 　  64,539 12.0  31,543 6.7  64,543 12.5

２　資本剰余金 　  1,470 0.3  34,473 7.3  1,473 0.3

３　利益剰余金 　  △17,253 △3.2  △38,039 △8.0  △30,422 △5.9

４　自己株式 　  △174 △0.0  △268 △0.1  △259 △0.1

株主資本合計 　  48,582 9.1  27,708 5.9  35,335 6.8

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１　その他有価証券評価
差額金

　  648 0.1  △1,952 △0.4  △181 △0.0

２　繰延ヘッジ損益 　  △129 △0.0  △41 △0.0  △96 △0.0

３　土地再評価差額金 　  △2,118 △0.4  △2,966 △0.6  △2,966 △0.6

評価・換算差額等合計 　  △1,599 △0.3  △4,960 △1.0  △3,243 △0.6

Ⅲ　新株予約権 　  2 0.0  － －  42 0.0

Ⅳ　少数株主持分 　  28 0.0  29 0.0  28 0.0

　純資産合計 　  47,013 8.8  22,777 4.8  32,162 6.2

　負債純資産合計 　  537,010 100.0  470,319 100.0  517,494 100.0
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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１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間

  (自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

  (自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31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 　  461,563 100.0  459,510 100.0  952,301 100.0

Ⅱ　売上原価 　  346,483 75.1  349,525 76.1  717,140 75.3

売上総利益 　  115,080 24.9  109,985 23.9  235,161 24.7

Ⅲ　営業収入 　  17,591 3.8  15,216 3.3  35,023 3.7

営業総利益 　  132,671 28.7  125,201 27.2  270,185 28.4

Ⅳ　販売費及び一般管理費 　          

１　従業員給料・賞与 　 47,404   42,876   92,300   

２　借地借家料 　 23,849   23,753   47,756   

３　その他 　 63,665 134,919 29.2 59,564 126,195 27.5 129,693 269,750 28.3

  営業利益又は
  営業損失(△)

　  △2,247 △0.5  △993 △0.2  434 0.1

Ⅴ　営業外収益 　          

１　受取利息 　 320   284   624   

２　受取配当金 　 50   55   76   

３　雑収入 　 329 700 0.2 258 598 0.1 626 1,326 0.1

Ⅵ　営業外費用 　          

１　支払利息 　 3,436   3,995   7,153   

２　コマーシャル・ペー
パー利息

　 275   280   468   

３　雑損失 　 222 3,933 0.9 183 4,459 1.0 618 8,241 0.9

  経常損失 　  5,480 △1.2  4,854 △1.1  6,479 △0.7

Ⅶ　特別利益 　          

１　固定資産売却益 ※１　 －   9   138   

２　投資有価証券売却益 　 495   1   670   

３　店舗移転補償金 　 －   188   132   

４　預託金返還益 　 －   －   368   

５　その他 　 216 712 0.2 31 230 0.1 152 1,461 0.2
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前中間連結会計期間

  (自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間

  (自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

  (自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31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
（％）

Ⅷ　特別損失 　          

１　固定資産除却損 ※２　 188   247   433   

２　貸倒引当金繰入額 　 －   1,351   －   

３　店舗解約損 　 193   －   －   

４　特別退職金 　 －   144   3,910   

５　減損損失 ※３ 564   －   7,089   

６　その他 　 238 1,185 0.3 748 2,492 0.5 1,593 13,026 1.4

税金等調整前中間(当
期)純損失

　  5,953 △1.3  7,116 △1.5  18,044 △1.9

法人税、住民税及び
事業税

　 485   559   1,269   

法人税等調整額 　 476 961 0.2 △59 500 0.1 1,616 2,885 0.3

少数株主利益 　  0 0.0  0 0.0  1 0.0

中間(当期)純損失 　  6,915 △1.5  7,617 △1.7  20,931 △2.2
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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１月１日　至　平成19年６月30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18年12月31日残高  (百万円) 129,895 77,706 △151,930 △170 55,501

中間連結会計期間中の変動額
     

中間純利益(△損失)   △6,915  △6,915

減資(欠損填補)　(注)１ △65,355  65,355  －

資本剰余金の取崩(欠損填補) 
(注)２

 △76,236 76,236  －

新株の発行 0    0

自己株式の取得    △3 △3

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額  (純額)
     

中間連結会計期間中の変動額合計

 (百万円)
△65,355 △76,236 134,676 △3 △6,919

平成19年６月30日残高   (百万円) 64,539 1,470 △17,253 △174 48,582

　

評価・換算差額等  

少数株主

持分
純資産合計その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

新株

予約権

平成18年12月31日残高  (百万円) 452 △172 △2,118 △1,838 1 27 53,691

中間連結会計期間中の変動額
       

中間純利益(△損失)
      

△6,915

減資(欠損填補)　(注)１
      

－

資本剰余金の取崩(欠損填補)
(注)２       

－

新株の発行
      

0

自己株式の取得
      

△3

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)
196 42 － 239 1 0 241

中間連結会計期間中の変動額合計

   (百万円)
196 42 － 239 1 0 △6,678

平成19年６月30日残高  (百万円) 648 △129 △2,118 △1,599 2 28 47,013

(注)１　平成19年３月28日開催の定時株主総会決議によるものであります。

    ２　平成19年２月16日開催の取締役会決議によるものであります。

当中間連結会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30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12月31日残高  (百万円) 64,543 1,473 △30,422 △259 35,335
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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

中間連結会計期間中の変動額

     

中間純利益(△損失)   △7,617  △7,617

減資 (注) △33,000 33,000   －

自己株式の取得    △9 △9

株主資本以外の項目の中間

連結会間中の変動額  (純額)
     

中間連結会計期間中の変動額合計

 (百万円)
△33,000 33,000 △7,617 △9 △7,626

平成20年６月30日残高   (百万円) 31,543 34,473 △38,039 △268 27,708

　

評価・換算差額等  

少数株主

持分
純資産合計その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

新株

予約権

平成19年12月31日残高  (百万円) △181 △96 △2,966 △3,243 42 28 32,162

中間連結会計期間中の変動額

       

中間純利益(△損失)
      

△7,617

減資 (注)
      

－

自己株式の取得

      
△9

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)
△1,771 54 － △1,717 △42 0 △1,759

中間連結会計期間中の変動額合計

  (百万円)
△1,771 54 － △1,717 △42 0 △9,385

平成20年６月30日残高  (百万円) △1,952 △41 △2,966 △4,960 － 29 22,777

(注)　平成20年３月18日開催の定時株主総会決議によるものであります。

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自　平成19年１月１日　至　平成19年12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18年12月31日残高   (百万円) 129,895 77,706 △151,930 △170 55,501

連結会計年度中の変動額
     

当期純利益(△損失)   △20,931  △20,931

減資(欠損填補)　(注)１ △65,355  65,355  －

資本剰余金の取崩(欠損填補)
　(注)２  △76,236 76,236  －
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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

土地再評価差額金取崩額   847  847

新株の発行 3 3   7

自己株式の取得    △89 △89

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額  (純額)      

連結会計年度中の変動額合計
(百万円) △65,351 △76,233 121,507 △89 △20,166

平成19年12月31日残高  (百万円) 64,543 1,473 △30,422 △259 35,335

　

評価・換算差額等  

少数株主
持分

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

新株
予約権

平成18年12月31日残高   (百万円) 452 △172 △2,118 △1,838 1 27 53,691

連結会計年度中の変動額
       

当期純利益(△損失)
      

△20,931

減資(欠損填補)　(注)１
      

－

資本剰余金の取崩(欠損填補)
　(注)２       

－

土地再評価差額金取崩額
      

847

新株の発行
      

7

自己株式の取得
      

△89

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額  (純額) △633 76 △847 △1,404 40 1 △1,362

連結会計年度中の変動額合計
(百万円) △633 76 △847 △1,404 40 1 △21,529

平成19年12月31日残高   (百万円) △181 △96 △2,966 △3,243 42 28 32,162

(注)１　平成19年３月28日開催の定時株主総会決議によるものであります。

２　平成19年２月16日開催の取締役会決議によるものであります。
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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１月１日
  至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成20年１月１日
  至　平成20年６月30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１月１日
  至　平成19年12月31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)純損失 　 △5,953 △7,116 △18,044

減価償却費 　 7,698 7,480 15,889

減損損失 　 564 － 7,089

のれん償却額 　 148 141 296

貸倒引当金の増減額 　 △300 1,335 △296

退職給付引当金の増減額 　 △598 527 △1,271

賞与引当金の増減額 　 1,269 874 82

受取利息及び受取配当金 　 △371 △339 △700

支払利息及びコマーシャル・ペーパー
利息 　 3,711 4,275 7,622

持分法による投資損益 　 － － △3

投資有価証券売却損益 　 △495 139 △277

固定資産の除売却損益 　 149 240 303

売上債権の増減額 　 △5,589 14,183 △10,761

たな卸資産の増減額 　 1,636 6,562 △1,244

仕入債務の増減額 　 △15,435 △52,945 917

その他 　 3,466 5,300 2,963

小計 　 △10,099 △19,341 2,565

利息及び配当金の受取額 　 351 379 819

利息の支払額 　 △3,764 △4,390 △7,972

法人税等の支払額 　 △1,498 △1,005 △1,432

営業活動による
キャッシュ・フロー 　 △15,011 △24,357 △6,019

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー 　    

定期預金の増減額 　 300 5,283 △750

投資有価証券の取得による支出 　 △1 － －

投資有価証券の売却による収入 　 1,766 351 2,823

有形固定資産の取得による支出 　 △5,083 △12,522 △12,826

有形固定資産の売却による収入 　 － 6,985 1,291

長期貸付による支出 　 － △70 －

長期貸付金の回収による収入 　 369 389 5,013

短期貸付金の増減額 　 － － 8

敷金・保証金の支出 　 △75 △202 △281

敷金・保証金の回収による収入 　 825 2,845 1,080

預り協力保証金による収入 　 114 160 211

預り協力保証金の返還による支出 　 △610 △1,339 △2,660

その他 　 △2,502 △233 △3,772

投資活動による
キャッシュ・フロー 　 △4,897 1,648 △9,861
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前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成20年１月１日
  至　平成20年６月30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１月１日
  至　平成19年12月31日)

区分 注記
番号 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

　    

短期借入金の増減額 　 19,177 △35,400 4,200

長期借入による収入 　 7,466 227,034 18,206

長期借入金の返済による支出 　 △11,262 △173,454 △26,099

社債の償還による支出 　 △2,000 △1,600 △2,000

その他 　 △3 △9 △81

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 13,377 16,570 △5,774

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 　 △6,531 △6,138 △21,656

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 　 70,937 49,280 70,937

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
    (期末)残高

※　 64,405 43,142 49,280
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
  至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

１　連結の範囲に関する

事項

すべての子会社を連結しています。

連結子会社　　　　　　　　16社

すべての子会社を連結しています。

連結子会社　　　　　　　　13社

すべての子会社を連結しています。

連結子会社　　　　　　　　16社

　 主要な連結子会社の名称

㈱エス・エス・ブイ

㈱若菜

㈱九州西友

㈱北海道西友

㈱サニー

㈱東北西友

二光㈱

㈱浜松クリエイションは㈱エスシー

シーと合併したため当中間連結会計

期間より連結の範囲から除外しまし

た。 

主要な連結子会社の名称

㈱エス・エス・ブイ

㈱若菜

㈱九州西友

㈱北海道西友

㈱サニー

㈱東北西友

二光㈱

㈱札幌ワイエフ、㈱岐阜ワイエフ及

び㈱東北若菜は㈱若菜と合併したた

め当中間連結会計期間より連結の範

囲から除外しました。 

主要な連結子会社名は「第１　企業

の概況　４　関係会社の状況」に記載

しているため、省略しています。

㈱浜松クリエイションは㈱エスシー

シーと合併したため当連結会計年度

において連結範囲から除外しまし

た。

２　持分法の適用に関す

る事項

(1) 持分法を適用した関連会社

関連会社　　　　　　１社

会社の名称

(1) 持分法を適用した関連会社

同左

　

(1) 持分法を適用した関連会社

同左

　

　 国分システムギフト㈱ 　 　

　 (2) 持分法を適用しない関連会社の

名称 

───── (2) 持分法を適用しない関連会社の

名称

　 該当はありません。 　 該当はありません。

　 ㈱サンシャイントークは当中間

連結会計期間において清算した

ため関連会社には該当しなくな

りました。 

 ㈱サンシャイントークは当連結

会計年度において清算したため

関連会社には該当しなくなりま

した。　

    
３　会計処理基準に関す

る事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

　 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）

その他有価証券

・時価のあるもの

同左

その他有価証券

・時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）

　 ・時価のないもの

主として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

　 デリバティブ取引

時価法

デリバティブ取引

同左

デリバティブ取引

同左

　 たな卸資産

商品

生鮮商品を除く商品は売価

還元法による原価法

なお、一部の連結子会社に

ついては個別法による原価

法等で処理しています。

たな卸資産

商品

同左

　

たな卸資産

商品

同左

　 生鮮商品は主に最終仕入原

価法による原価法

物流センター在庫は主に移

動平均法による原価法

　

　

　

　

　 貯蔵品

最終仕入原価法による原価

法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
  至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

　 (2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

　 有形固定資産

主として定率法

ただし、一部の連結子会社に

ついては定額法で処理してい

ます。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりです。

有形固定資産

主として定率法

ただし、一部の連結子会社に

ついては定額法で処理してい

ます。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりです。

有形固定資産

主として定率法

ただし、一部の連結子会社に

ついては定額法で処理してい

ます。

なお、主な耐用年数は以下の

とおりです。

　 建物及び構築物　　６～50年

その他　　　　　　３～20年

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４

月１日以後に取得した有形固定

資産については、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に

変更しています。

これにより、営業損失、経常損失

及び税金等調整前中間純損失

は、それぞれ14百万円増加して

います。

建物及び構築物　　６～50年

その他　　　　　　３～20年　

　

　

　

建物及び構築物　　６～50年

その他　　　　　　３～20年

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当連結会

計年度より、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産につ

いては、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更してい

ます。

これにより、営業利益は129百万

円減少し、経常損失及び税金等調

整前当期純損失は、それぞれ129

百万円増加しています。

　 　 (追加情報)

法人税法の改正に伴い、当中間連

結会計期間より、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産

について、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度か

ら、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間で均等償

却し、減価償却費に含めて計上し

ています。

これにより、営業損失、経常損失

及び税金等調整前中間純損失は

それぞれ287百万円増加していま

す。

　

　

　 無形固定資産

定額法

なお、無形固定資産の「その

他」に含めて計上している自

社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法

によっています。

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１月１日
  至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
  至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

　 (3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は、貸倒実績率に基づき、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上

しています。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

　 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

に充てるため、主として支給

見込額に基づき計上していま

す。

賞与引当金

同左

賞与引当金

同左

　 当社及び一部の連結子会社は

,業績連動型賞与について、将

来支給見込額のうち、当中間

連結会計期間に属する部分を

賞与引当金として計上してい

ます。

  

　 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しています。

数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(主に10年)による定額法

により翌連結会計年度から費

用処理することとしていま

す。

また、過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(５年)による定額法によ

り発生年度から費用処理する

こととしています。

退職給付引当金

同左

　

　

　

　

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

います。

数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(主に10年)による定額法

により翌連結会計年度から費

用処理することとしていま

す。

また、過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(５年)による定額法によ

り発生年度から費用処理する

こととしています。

　  (追加情報)　

当社は、従業員が自分の生活

スタイルに応じた資産づくり

が出来る年金制度を確立する

ため、平成20年10月１日より

年金制度を、年金基金(確定給

付企業年金)及び適格退職年

金制度等から、確定拠出年金

及び退職一時金制度に変更し

ます。これにつき、「退職給付

制度間の移行等に関する会計

処理」(企業会計基準適用指

針第１号)を適用し、確定拠出

年金及び退職一時金制度への

移行部分について退職給付制

度の一部終了の処理を行いま

す。　　
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
  至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

　  なお、年金基金については、過

去期間分のみの閉鎖型として

存続します。　　

 

　 役員退職慰労引当金

一部の連結子会社について

は、役員の退職により支給す

る退職慰労金に充てるため、

内規に基づく中間連結会計期

間末の要支給額を計上してい

ます。

役員退職慰労引当金

同左

役員退職慰労引当金

一部の連結子会社について

は、役員の退職により支給す

る退職慰労金に充てるため、

内規に基づく期末要支給額を

計上しています。

　 ─────

　

商品券回収損失引当金　

負債計上を中止した商品券の

将来回収時に発生する損失に

備えるため、合理的に見積

もった将来回収に伴う損失見

込額を計上しています。

(会計方針の変更)

従来、発行後一定期間未回収

の商品券につき、一定期間経

過後に負債計上を中止してそ

の発行価額を営業収入に計上

していましたが、「租税特別

措置法上の準備金及び特別法

上の引当金又は準備金並びに

役員退職慰労引当金等に関す

る監査上の取扱い」(日本公

認会計士協会監査・保証実務

委員会報告第42号　平成19年

４月13日)の公表を契機に、当

中間連結会計期間より、負債

計上中止後の未回収商品券の

回収により発生する損失に備

えるため、合理的に見積もっ

た将来回収に伴う損失見込額

を商品券回収損失引当金とし

て計上しています。

これにより当期首時点で計上

すべき過年度の商品券回収損

失引当金繰入額154百万円を

特別損失として計上した結

果、従来の方法によった場合

と比較して、営業損失、経常損

失は、８百万円減少し、税金等

調整前当期純損失は145百万

円増加しています。

─────

　

　 (4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ています。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
  至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年12月31日)

　 (5) 重要なヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用していま

す。なお、為替予約取引について

振当処理の要件を満たしている

場合は振当処理を、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

採用しています。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

同左

　 ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約取引並びに金利リ

スクを回避するためのス

ワップ取引

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

　 ヘッジ対象

外貨建営業債務及び借入金

の支払金利

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左

　 ヘッジ方針

リスク管理方針に基づき、為

替変動リスク及び金利変動リ

スクをヘッジすることとして

います。

ヘッジ方針

同左

ヘッジ方針

同左

　 ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累

計とヘッジ手段の相場変動又

はキャッシュ・フロー変動の

累計を比較し、その変動額の

比率によって有効性を評価し

ています。

ただし、特例処理によってい

るスワップについては、有効

性の評価を省略しています。

ヘッジ有効性評価の方法

同左

ヘッジ有効性評価の方法

同左

　 (6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっています。

(6) 消費税等の会計処理

同左

(6) 消費税等の会計処理

同左

 ４　中間連結キャッシュ

 　  ・フロー計算書

（連結キャッシュ・

フロー計算書）にお

ける資金の範囲

現金及び預金（預入期間が３ヶ月を

超える定期預金を除く）並びに取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資で、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ものを計上し

ています。

同左 同左
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
(自　平成19年１月１日
  至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成20年１月１日
  至　平成20年６月30日)

(中間連結貸借対照表)

中間連結財務諸表規則の改正により「連結調整勘定」は、当中間

連結会計期間から「のれん」として表示しています。

──────────

　

(中間連結損益計算書)

前中間連結会計期間において区分掲記していました営業外費用の

「持分法による投資損失」は、その金額に重要性が無いため「雑

損失」に含めて表示しています。なお、当中間連結会計期間の「持

分法による投資損失」は０百万円であります。

(中間連結損益計算書)

前中間連結会計期間において区分掲記していました特別損失の

「店舗解約損」及び「減損損失」はその金額に重要性が無いため

「その他」に含めて表示しています。なお、当中間連結会計期間の

「店舗解約損」は20百万円及び「減損損失」は３百万円でありま

す。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)

１　中間連結財務諸表規則の改正により「連結調整勘定償却額」は、当

中間連結会計期間から「のれん償却額」として表示しています。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)

  　前中間連結会計期間において区分掲記していました営業活動によ

るキャッシュ・フローの「減損損失」は、その金額に重要性が無

いため「その他」に含めて表示しています。なお、当中間連結会計

期間の「減損損失」は３百万円であります。

２　前中間連結会計期間において区分掲記していました営業活動によ

るキャッシュ・フローの「持分法による投資損益」は、その金額

に重要性が無いため「その他」に含めて表示しています。なお、当

中間連結会計期間の「持分法による投資損益」は０百万円であり

ます。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成19年12月31日)

※１　有形固定資産減価償却累計額

  255,780百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

 262,999百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

257,337百万円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

資産の種類 金額（百万円）

現金及び預金  533

建物及び構築物     42,462

土地        79,045

投資有価証券     632

長期貸付金 200

敷金・保証金 60

合計 122,933

資産の種類 金額（百万円）

建物及び構築物          24,171

土地      59,453

合計       83,625

上記物件は、短期借入金3,937百万円、長

期借入金19,914百万円、流動負債の「そ

の他」2,672百万円及び固定負債の「そ

の他」376百万円に対する担保に供して

います。

資産の種類 金額（百万円）

現金及び預金 533　

建物及び構築物 　38,264

土地     75,237

投資有価証券 602　

長期貸付金 190　

敷金・保証金 60　

合計     114,887

上記物件は、短期借入金4,222百万円、長

期借入金109,028百万円、流動負債の「そ

の他」150百万円、固定負債の「その

他」3,138百万円及び輸入信用状の開設

限度額30百万円に対する担保に供して

います。

　 上記物件は、短期借入金87,421百万円、長

期借入金22,702百万円、固定負債の「そ

の他」3,169百万円及び輸入信用状の開

設限度額30百万円に対する担保に供し

ています。

　３　偶発債務

(1) 債務保証

　３　偶発債務

(1) 債務保証

　３　偶発債務

(1) 債務保証

土地買取契約に対す

る保証額
4,875百万円

久留米南ショッピン

グセンター(協)の福

岡県中小企業高度化

資金借入金に対する

保証額

　471　〃

従業員の住宅ローン

等の借入金に対する

保証額

 131  〃

計 5,477  〃

久留米南ショッピン

グセンター(協)の福

岡県中小企業高度化

資金借入金に対する

保証額

424百万円

従業員の住宅ローン

等の借入金に対する

保証額

81  〃

計 505  〃

土地買取契約に対す

る保証額
 4,875百万円

久留米南ショッピン

グセンター(協)の福

岡県中小企業高度化

資金借入金に対する

保証額

471　〃

従業員の住宅ローン

等の借入金に対する

保証額

107　〃

計  5,453　〃

(2) 保証予約 (2) 保証予約 (2) 保証予約

(協)宇土市ショッピン

グセンターの銀行借入

金に対する保証予約額

121百万円

計 121　〃

(協)宇土市ショッピン

グセンターの銀行借入

金に対する保証予約額

97百万円

計 97　〃

(協)宇土市ショッピン

グセンターの銀行借入

金に対する保証予約額

121百万円

計 121　〃
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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１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
  (自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
  (自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※１             ───── ※１　この内訳は次のとおりであります。

土地 8百万円

その他 0 〃

　計 9 〃

※１　この内訳は次のとおりであります。

工具器具備品 137　 百万円

その他 0　 〃

　計 138 〃

※２  この内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 97　
百万円

　

閉鎖店舗等除却費用 39　 〃　

その他　 52　 〃　

計 188　 〃　

※２　この内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 56　
百万円

　

閉鎖店舗等除却費用　 150 〃　　

その他　 40 〃　　

計 247　 〃　　

※２　この内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物　 163　
百万円

　

閉鎖店舗等除却費用　 168　 〃　　

その他 100　 〃　　

計 433　 〃　　

※３　減損損失

当社グループは、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、店舗を基本単位として

資産のグルーピングをしています。営業活動

から生ずる損益が継続してマイナスである資

産グループ及び閉鎖店舗等の遊休資産等につ

いて、帳簿価額を回収可能価額まで減額して、

当該減少額を減損損失として特別損失に計上

しています。

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味

売却価額または使用価値により測定していま

す。正味売却価額は、土地については、路線価

及び不動産鑑定評価額等を基に算出した金額

によっています。その他の固定資産について

は合理的な見積もりによっています。また、使

用価値は将来キャッシュ・フローを４％で割

引いて算出しています。

※３　          ─────　　　

　

　

※３　減損損失

当社グループは、キャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、店舗を基本単位として

資産のグルーピングをしています。営業活動

から生ずる損益が継続してマイナスである資

産グループ及び閉鎖店舗等の遊休資産等につ

いて、帳簿価額を回収可能価額まで減額して、

当該減少額を減損損失として特別損失に計上

しています。

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味

売却価額または使用価値により測定していま

す。正味売却価額は、土地については、路線価

及び不動産鑑定評価額等を基に算出した金額

によっています。その他の固定資産について

は合理的な見積もりによっています。また、使

用価値は将来キャッシュ・フローを４％で割

引いて算出しています。

(１)減損を認識した資産グループの概要

　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

用途 種類 地域 物件数 金額

 店舗
 土地及

び建物等

関東 1 4

中部 

東海 
1 134

遊休資

産等
 土地 関東 2 425

合計 4 564

　

　　　　　　　　　　

 (１)減損を認識した資産グループの概要

　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)

用途 種類 地域 物件数 金額

店舗
 土地及

び建物等

北海道

 東北
2 1,164

関東 17 3,591

中部 

 東海 
9 1,796

九州 1 27

遊休資

産等

 土地及

び建物等
関東他 3 510

合計 32 7,089

(２)固定資産の種類ごとの当該金額の内訳

 (単位：百万円)

固定資産の種類 金額

建物及び構築物 73

土地 481

その他有形固定資産 5

無形固定資産 0

リース資産 4

合計 564

　

　

 (２)固定資産の種類ごとの当該金額の内訳

                            (単位：百万円)

固定資産の種類 金額

建物及び構築物 3,578

土地 2,887

その他有形固定資産 267

無形固定資産 114

投資その他の資産 38

リース資産 100

原状回復費用等 103

合計 7,089
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間　(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 
前連結会計年度末

株式数(株)

当中間連結会計期間

増加株式数(株)

当中間連結会計期間

減少株式数(株)

当中間連結会計期間末

株式数(株)

 発行済株式数     

 普通株式 　(注)１ 889,486,797 41,975,763 － 931,462,560

 Ａ種優先株式 8,000,000 － － 8,000,000

 Ｂ種優先株式 12,000,000 － － 12,000,000

 Ｃ種優先株式 12,000,000 － － 12,000,000

 Ｄ種優先株式 48,000,000 － － 48,000,000

合計 969,486,797 41,975,763 － 1,011,462,560

 自己株式     

 普通株式　(注)２ 529,748 26,091 － 555,839

 Ｂ種優先株式　(注)３ － 7,125,000 － 7,125,000

合計 529,748 7,151,091 － 7,680,839

 (注)１　普通株式の増加41,975,763株は、Ｂ種優先株式を普通株式に転換(優先株式を取得し、引換えに普通株式を交付)による

 　　　　41,911,763株増加と、ストック・オプションの行使による64,000株増加であります。

     ２　普通株式の自己株式数の増加26,091株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　　３　Ｂ種優先株式の自己株式数の増加7,125,000株は株式会社みずほコーポレート銀行による取得請求権の行使による増加であります。

２　新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式数（株) 当中間連結会計

期間末残高

(百万円)
前連結会計

年度末

当中間連結会計

期間増加

当中間連結会計

期間減少

当中間連結

会計期間末

提出会社

 (親会社)

第3回新株予約権 普通株式 538,687,636 － － 538,687,636 －

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 2

合計 － 538,687,636 － － 538,687,636 2

 　

当中間連結会計期間　(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 
前連結会計年度末

株式数(株)

当中間連結会計期間

増加株式数(株)

当中間連結会計期間

減少株式数(株)

当中間連結会計期間末

株式数(株)

 発行済株式数     

 普通株式 　(注)１ 1,117,455,887 35 1,117,455,887 35

 Ａ種優先株式 8,000,000 － － 8,000,000

 Ｂ種優先株式 12,000,000 － － 12,000,000

 Ｃ種優先株式 12,000,000 － － 12,000,000

 Ｄ種優先株式 48,000,000 － － 48,000,000

 全部取得条項付種類

　 　株式
－ 1,117,455,887 － 1,117,455,887

合計 1,197,455,887 1,117,455,922 1,117,455,887 1,197,455,922

 自己株式     

 普通株式　(注)２　 1,174,108 68,488 1,242,596 －

 Ａ種優先株式　 8,000,000 － － 8,000,000

 Ｂ種優先株式　 12,000,000 － － 12,000,000

 Ｃ種優先株式　 12,000,000 － － 12,000,000

 全部取得条項付種類

　   株式　(注)１
－ 1,117,455,887 － 1,117,455,887

合計 33,174,108 1,117,524,375 1,242,596 1,149,455,887

 (注)１　普通株式の減少は平成20年３月18日開催の定時株主総会決議により普通株式1,117,455,887株を各株主から全部取得条項付種類株式
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 　　　　(自己株式)として取得し、当該取得と引換えに取得対価として、定款変更により新たに設けられた普通株式(「新普通株式」)35株を　

    　　 発行しています。　

 　　２　普通株式の自己株式数1,174,108株、及び単元未満株式数の買取による増加68,488株は、平成20年３月18日開催の定時株主総会決議

　　　　 により全部取得条項付種類株式の自己株式となっています。

前連結会計年度　(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 
前連結会計年度末

株式数(株)

当連結会計年度

増加株式数(株)

当連結会計年度

減少株式数(株)

当連結会計年度末

株式数(株)

 発行済株式数     

 普通株式 (注)１ 889,486,797 227,969,090 － 1,117,455,887

 Ａ種優先株式 8,000,000 － － 8,000,000

 Ｂ種優先株式 12,000,000 － － 12,000,000

 Ｃ種優先株式 12,000,000 － － 12,000,000

 Ｄ種優先株式 48,000,000 － － 48,000,000

合計 969,486,797 227,969,090 － 1,197,455,887

 自己株式     

 普通株式　(注)２ 529,748 644,360 － 1,174,108

 Ａ種優先株式 (注)３ － 8,000,000 － 8,000,000

 Ｂ種優先株式 (注)３ － 12,000,000 － 12,000,000

 Ｃ種優先株式 (注)３　 － 12,000,000 － 12,000,000

合計 529,748 32,644,360 － 33,174,108

 (注)１  普通株式の増加227,969,090株は、Ａ種優先株式8,000,000株、Ｂ種優先株式12,000,000株、Ｃ種優先株式12,000,000株を

普通株式に転換(優先株式を取得し、引換えに普通株式を交付)したことにより、それぞれ59,701,492株、78,292,360株、

89,552,238株増加したことと、ストック・オプションの行使による423,000株で増加があります。

２　普通株式の自己株式数の増加644,360株は単元未満株式の買取による増加であります。

３　優先株式の自己株式数の増加32,000,000株は、Å種優先株式8,000,000株、Ｂ種優先株式12,000,000株、Ｃ種優先株式12,000,000株

の上記普通株式への転換に伴う取得請求権の行使による増加であります。

２　新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式数（株) 当連結会計年

度末残高

(百万円)
前連結会計

年度末

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

(親会社)

第3回新株予約権(注)１ 普通株式 538,687,636 － 538,687,636 － －

ストック・オプション

としての新株予約権

(注)２

－ － － － － 42

合計 － 538,687,636 － 538,687,636 － 42

 (注)１　第３回新株予約権の当連結会計年度減少は行使期間満了によるものであります。

２　上記ストック・オプションとしての新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数については、(ストック・オプション等関係)に

記載しています。　
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
  (自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
  (自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
  (自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 65,188百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△783　〃

現金及び現金同等物 64,405　〃

現金及び預金勘定 43,642百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△500　〃

現金及び現金同等物 43,142　〃

現金及び預金勘定 55,063百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
　 △5,783　〃

現金及び現金同等物 49,280　〃
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
  (自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

当中間連結会計期間
  (自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前連結会計年度
  (自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

借主側 借主側 借主側

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

 (単位：百万円)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

 (単位：百万円)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 

 (単位：百万円)

　

取得価
額

相当額

減価償
却累計
額

相当額

減損損
失累計
額 

相当額

中間
期末残
高

相当額

有形固

定資産

(建物)
305 3 - 302

有形固

定資産

(その他)

18,113 9,349 801 7,963

合計 18,419 9,352 801 8,265

（注）有形固定資産その他の主なものは、
工具器具備品であります。 

　

取得価
額

相当額

減価償
却累計
額

相当額

減損損
失累計
額 

相当額

中間
期末残
高

相当額

建物

及び

構築物

2,050 158 - 1,891

有形固

定資産

その他

17,937 8,207 756 8,974

合計 19,988 8,366 756 10,865

（注）有形固定資産その他の主なものは、
工具器具備品であります。 

　

取得価
額

相当額

減価償
却累計
額

相当額

減損損
失累計
額 

相当額

期末残
高

相当額

建物

及び

構築物

2,050 81 - 1,969

有形固
　

定資産

　

その他
　

19,323 9,549 944 8,829

合計 21,374 9,630 944 10,799

（注）有形固定資産その他の主なものは、
工具器具備品であります。

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

  未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

  未経過リース料中間期末残高相当額

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料期末残高相当額

１年内  2,590百万円

１年超   6,340　〃

計  8,931　〃

リース資産減損

勘定の残高
453百万円

１年内 2,813百万円

１年超 8,678　〃

計 11,492　〃

リース資産減損

勘定の残高
248百万円

１年内 2,736百万円

１年超   8,805　〃

計 11,542　〃

リース資産減損

勘定の残高
427百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

・支払リース料 1,770百万円

・リース資産減損勘

  定の取崩額
337　〃

・減価償却費相当額   1,502　〃

・支払利息相当額 147　〃

・減損損失 4　〃

・支払リース料 1,744百万円

・リース資産減損勘

  定の取崩額
168　〃

・減価償却費相当額   1,439　〃

・支払利息相当額 269　〃

・減損損失 ー　〃　

・支払リース料 3,557百万円

・リース資産減損勘

　定の取崩額
352　〃

・減価償却費相当額 2,952　〃

・支払利息相当額 441　〃

・減損損失 90　〃

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっています。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については利息法によって

います。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

１年内 10,888百万円

１年超 86,907　〃

計 97,796　〃

１年内 10,628百万円

１年超 78,443　〃

計 89,071　〃

１年内 10,843百万円

１年超 81,703　〃

計 92,546　〃
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

株式 5,962 7,051 1,089

２　時価評価されていない主な有価証券

種類 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 3,259

子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 51

当中間連結会計期間末（平成20年６月30日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円）

差額（百万円）

株式 5,959 4,045 △1,914

２　時価評価されていない主な有価証券

種類 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 1,687

子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 54

前連結会計年度末（平成19年12月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 5,959 5,850 △109

２　時価評価されていない主な有価証券

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 2,200

子会社株式及び関連会社株式  

関連会社株式 55

（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連
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区分 種類

前中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成19年12月31日)

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引

以外の取

引

金利スワップ

取引(受取変動

・支払固定)

32,046 △17 △17 20,000 △36 △36 20,000 △17 △17

合計 32,046 △17 △17 20,000 △36 △36 20,000 △17 △17

　 (注) １　時価の算定方法

取引金融機関から提示された価格によっています。

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いています。
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（ストック・オプション等関係）

 前中間連結会計期間　(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

 1　ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

  　　販売費及び一般管理費のその他　　　　　１百万円

 当中間連結会計期間　(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

 1　ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

  　　販売費及び一般管理費のその他　　　　　９百万円

 前連結会計年度　(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

１　当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

　

　

平成17年３月30日

第６回

平成18年３月29日

第７回

平成18年３月29日

第８回

平成19年８月20日

第９回

付与対象者の区分及

び数

当社執行

役　
　10名

当社執行

役
９名

当社執行

役
１名

当社執行

役
11名

ストック・オプショ

ン数　（注）
普通株式　 290,000株 普通株式 208,000株 普通株式 12,000株 普通株式 676,000株

付与日 平成17年４月１日 平成18年４月１日 平成18年８月22日 平成19年９月10日

権利確定条件
権利確定条件は付さ

れていません。

権利確定条件は付さ

れていません。 

権利確定条件は付さ

れていません。 

権利確定条件は付さ

れていません。 

対象勤務期間 
対象勤務期間の定

めはありません。 

対象勤務期間の定め

はありません。 

対象勤務期間の定め

はありません。 

対象勤務期間の定め

はありません。 

権利行使期間
平成17年４月１日～

平成27年３月31日

平成18年４月１日～

平成28年３月31日

平成18年９月12日～

 平成28年３月31日

平成19年10月１日～

 平成29年３月31日

権利行使価格　(円) 1 1 1 1

付与日における

　公正評価単価　(円)
－ － 223 98

 (注) １　株式数に換算して記載しています。

２　平成20年３月４日開催の報酬委員会会議に基づき、執行役を対象に付与してきたストック・オプション

については放棄することを要請し、代替的なプランとして１株139円を基準とした一時金を支払うことと

いたしました。

２　連結財務諸表への影響額

       販売費及び一般管理費のその他　　　47百万円
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　
前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日) 

　
小売事業

（百万円）

不動産事業

（百万円）

計

（百万円）

消去

又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

営業収益      

(1) 外部顧客に対する
営業収益 

477,779 1,375 479,155 － 479,155

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

117 1,596 1,714 (1,714) －

計 477,897 2,972 480,869 (1,714) 479,155

営業費用 481,167 1,949 483,117 (1,714) 481,402

営業利益又は営業損失(△) △3,270 1,023 △2,247 － △2,247

　
当中間連結会計期間

(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日) 

　
小売事業

（百万円）

不動産事業

（百万円）

計

（百万円）

消去

又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

営業収益      

(1) 外部顧客に対する
営業収益 

473,359 1,367 474,726 － 474,726

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

194 1,545 1,740 (1,740) －

計 473,554 2,913 476,467 (1,740) 474,726

営業費用 475,522 1,954 477,477 (1,757) 475,720

営業利益又は営業損失(△) △1,968 958 △1,010 16 △993

　
前連結会計年度

(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　
小売事業

（百万円）

不動産事業

（百万円）

計

（百万円）

消去

又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

営業収益      

(1) 外部顧客に対する
営業収益

984,501 2,824 987,325 － 987,325

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

251 3,155 3,407 (3,407) －

計 984,752 5,980 990,733 (3,407) 987,325

営業費用 986,355 3,943 990,298 (3,407) 986,890

営業利益又は営業損失(△) △1,602 2,037 434 － 434

　　(注)　１  事業区分の方法
事業区分の方法は、グループ内の事業展開を考慮して区分しています。

２　各事業区分の主要な内容

小売事業 総合小売業態及び専門店業態による小売業

不動産事業 不動産の売買及び賃貸事業等

３　営業収益には、売上高と営業収入を含んでいます。 
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【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ける所在地別セグメント情報は「本邦」以

外のセグメントがないため記載すべき事項はありません。

　

【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ける海外売上高はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 △27.81円 △721,471,142.86円 △14.25円

１株当たり中間(当期)

純損失
7.49円 217,637,542.86円 22.39円

潜在株式調整後１株当た

り中間(当期)純利益

１株当たり中間純損失が計

上されているため記載して

いません。

同左 １株当たり当期純損失が計

上されているため記載して

いません。

(注)　新普通株式の交付について

当中間連結会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

当社は、平成20年３月18日付で全部取得条項付種類株式１株に対し定款変更により新たに設けられた普通株式

(新普通株式)0.000000032株の割合をもって交付しています。

前期首に当該新普通株式の交付が行われたと仮定した場合における(１株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下

のとおりであります。

前中間連結会計期間

(自　平成19年１月１日

  至　平成19年６月30日)

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日

  　至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額    　　　　　 　△892,840,379円31銭

１株当たり中間純損失　　    　　　 　238,468,758円62銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益は１株当たり中間純損

失が計上されているため記載していません。

１株当たり純資産額　　　   　　　　△454,516,371円43銭

１株当たり当期純損失　　     　　　　721,778,724円14銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益は１株当たり当期純損

失が計上されているため記載していません。

１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

中間(当期)純損失額

(百万円)
6,915 7,617 20,931

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)

純損失(百万円)
6,915 7,617 20,931

普通株式の期中平均株式数

(株)
923,267,200 35 934,807,834
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

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

平成14年５月23日定時株主

総会決議における第３回新

株予約権

4,714個

平成17年３月30日定時株主

総会決議における第６回新

株予約権

262個

平成17年12月15日臨時株主

総会決議における優先株式

Ａ種優先株式　

8,000,000株

Ｂ種優先株式　

12,000,000株

Ｃ種優先株式　

12,000,000株

Ｄ種優先株式

48,000,000株

なお、Ａ種優先株式、Ｂ種優

先株式の普通株式への取得

価額は139円、Ｃ種優先株

式、Ｄ種優先株式の普通株

式への取得価額は205円で

あります。

平成18年３月29日定時株主

総会決議における第７回新

株予約権

172個

平成18年３月29日定時株主

総会決議における第８回新

株予約権

12個

平成17年12月15日臨時株主

総会決議における優先株式

Ａ種優先株式　

8,000,000株

Ｂ種優先株式　

12,000,000株

Ｃ種優先株式　

12,000,000株

Ｄ種優先株式

48,000,000株

なお、Ａ種優先株式、Ｂ種優

先株式、Ｃ種優先株式の普

通株式への取得価額は134

円、Ｄ種優先株式の普通株

式への取得価額は205円で

あります。

平成20年３月18日定時株主

総会決議における全部取得

条項付種類株式

1,117,455,887株　

平成17年３月30日定時株主

総会決議における第６回新

株予約権

66個

平成17年12月15日臨時株主

総会決議における優先株式

Ａ種優先株式

 8,000,000株

Ｂ種優先株式

12,000,000株

Ｃ種優先株式

12,000,000株

Ｄ種優先株式

48,000,000株

なお、Ａ種優先株式、Ｂ種優

先株式、Ｃ種優先株式の普

通株式への取得価額は134

円、Ｄ種優先株式の普通株

式への取得価額は205円で

あります。

平成18年３月29日定時株主

総会決議における第７回新

株予約権

72個

平成18年３月29日定時株主

総会決議における第８回新

株予約権

12個

平成19年８月20日取締役会

の委任による代表執行役の

決定における第９回新株予

約権

603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１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前連結会計年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

───── 当社は、平成20年５月19日開催の取締役会決

議により連結子会社である株式会社九州西

友、株式会社北海道西友、株式会社エス・エ

ス・ブイ、株式会社東北西友及び株式会社サ

ニーの５社を平成20年７月１日付で吸収合

併いたしました。

①目的

当社と前記５社においては、すでに店舗オペ

レーションの統合、情報システムの統合、仕

入れの一本化などを実施し、業務の合理化、

管理部門の組織効率化を進めてきています

が、合併により、業務の統合・効率化や経営

資源の最適配分をさらに推し進め、「価格」

「鮮度・品質」「品揃え」「利便性」の４

つの点のすべてにおいてお客様に差別化さ

れた価値提供を目指す「西友改革：４つの

差別化」の一層の加速を図ります。

②合併する相手会社の名称及び主な事業内容

(会社名)　 (事業内容)

株式会社九州西友 総合小売業　　

株式会社北海道西友 総合小売業　　　

株式会社エス・エス・

ブイ

スーパーマーケット業

　

株式会社東北西友
スーパーマーケット業

　

株式会社サニー
スーパーマーケット業

　

③合併方法　

当社を吸収合併存続会社、子会社５社を吸収

合併消滅会社として吸収合併します。

④合併により発行する株式等　　　

子会社５社は、当社の完全子会社であるた

め、本合併による株式及びその他金銭等の交

付はありません。

平成20年３月18日開催の当社定時株主総会に

おいて定款一部変更及び全部取得条項付株式

の取得が承認可決され、また、同日開催の普通

株主による種類株主総会において定款一部変

更が承認可決されました。この結果、当社の現

普通株式に係る株券は、東京証券取引所の上場

廃止基準に該当しますので、平成20年３月19日

から平成20年４月18日までの間、整理銘柄に指

定された後、平成20年４月19日をもって上場廃

止となる予定です。

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

　
　

前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度要約貸借対照表
（平成19年12月31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 　  53,922   33,332   39,143  

２　受取手形 　  3   0   0  

３　売掛金 　  20,497   12,195   24,780  

４　たな卸資産 　  38,837   35,210   40,935  

５　短期貸付金 　  81,985   109,452   93,923  

６　その他 　  32,202   33,346   34,848  

７　貸倒引当金 　  △27,210   △33,550   △29,717  

流動資産合計 　  200,239 39.7  189,986 42.2  203,913 42.2

Ⅱ　固定資産 　          

(1)有形固定資産 ※１          

１　建物 ※２  73,039   66,436   74,712  

２　土地 ※２  67,573   64,230   65,293  

３　その他 　  13,531   12,051   12,001  

有形固定資産合計 　  154,144 30.5  142,719 31.7  152,007 31.5

(2)無形固定資産 　  5,837 1.1  5,220 1.1  5,552 1.1

(3)投資その他の資産 　          

１　投資有価証券 　  9,289   5,013   7,159  

２　関係会社株式 　  14,747   4,628   6,048  

３　長期貸付金 　  41,479   34,403   35,988  

４　敷金 　  65,412   63,478   65,300  

５　その他 　  17,794   10,484   11,337  

６　貸倒引当金 　  △4,001   △5,302   △3,985  

投資その他の資産
合計

　  144,722 28.7  112,707 25.0  121,850 25.2

固定資産合計 　  304,704 60.3  260,646 57.8  279,410 57.8

資産合計 　  504,943 100.0  450,633 100.0  483,324 100.0
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前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度要約貸借対照表
（平成19年12月31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　買掛金 　  77,033   47,522   99,761  

２　短期借入金 ※２  51,170   8,074   233,598  

３　一年内返済予定関係
会社長期借入金

　  －   68,335   －  

４　一年内償還予定社債 　  1,600   －   1,600  

５　コマーシャル・ペー
パー

　  36,400   20,700   34,300  

６　未払法人税等 　  551   509   660  

７　未払消費税等 　  859   860   946  

８　賞与引当金 　  1,108   773   －  

９　商品券回収損失引当
金

　  －   145   －  

10　関係会社預り金 　  －   7,519   －  

11　その他 ※２  18,689   14,558   21,422  

流動負債合計 　  187,412 37.1  168,998 37.5  392,289 81.1

Ⅱ　固定負債 　          

１　長期借入金 ※２  229,404   13,549   25,229  

２　関係会社長期借入金 　  －   212,075   －  

３　退職給付引当金 　  9,374   9,471   9,156  

４　預り協力保証金 　  17,644   14,806   15,512  

５　その他 ※２  4,551   3,099   3,141  

固定負債合計 　  260,974 51.7  253,002 56.1  53,040 11.0

負債合計 　  448,387 88.8  422,001 93.6  445,329 92.1

　 　          

（純資産の部） 　          

Ⅰ　株主資本 　          

１　資本金 　  64,539 12.8  31,543 7.0  64,543 13.4

２　資本剰余金 　          

資本準備金 　  －   3   3  

その他資本剰余金 　  －   33,000   －  

資本剰余金合計 　  － －  33,003 7.3  3 0.0

３　利益剰余金 　          

その他利益剰余金 　          

繰越利益剰余金 　  △5,666   △30,353   △22,618  

利益剰余金合計 　  △5,666 △1.1  △30,353 △6.7  △22,618 △4.7

４　自己株式 　  △174 △0.1  △268 △0.1  △259 △0.1

株主資本合計 　  58,698 11.6  33,924 7.5  41,669 8.6

Ⅱ　評価・換算差額等 　          

１　その他有価証券評価
差額金

　  471 0.1  △1,917 △0.4  △286 △0.0

２　繰延ヘッジ損益 　  △129 △0.0  △41 0.0  △96 △0.0

３　土地再評価差額金 　  △2,486 △0.5  △3,334 △0.7  △3,334 △0.7

評価・換算差額等合計
 　

　  △2,144 △0.4  △5,292 △1.1  △3,716 △0.7

Ⅲ　新株予約権 　  2 0.0  － －  42 0.0

純資産合計 　  56,556 11.2  28,632 6.4  37,994 7.9

負債純資産合計 　  504,943 100.0  450,633 100.0  483,324 100.0
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②【中間損益計算書】

　 　
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度要約損益計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31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 　  330,851 100.0  333,480 100.0  686,710 100.0

Ⅱ　売上原価 　  251,247 75.9  256,195 76.8  523,168 76.2

売上総利益 　  79,604 24.1  77,285 23.2  163,542 23.8

Ⅲ　営業収入 　          

１　不動産賃貸収入 　 8,248   7,783   16,287   

２　その他の営業収入 　 10,814 19,062 5.7 9,768 17,551 5.3 22,723 39,011 5.7

営業総利益 　  98,666 29.8  94,837 28.5  202,554 29.5

Ⅳ　販売費及び
一般管理費

※５
　

 99,929 30.2  92,983 27.9  200,085 29.1

営業利益又は営業
損失(△)

　  △1,262 △0.4  1,853 0.6  2,468 0.4

Ⅴ　営業外収益 ※１  1,861 0.6  1,989 0.6  3,779 0.5

Ⅵ　営業外費用 ※２  3,853 1.2  4,328 1.3  8,055 1.2

経常損失 　  3,254 △1.0  485 △0.1  1,807 △0.3

Ⅶ　特別利益 ※３  621 0.2  1 0.0  1,307 0.2

Ⅷ　特別損失
※４
※６

 2,939 0.9  7,096 2.1  23,430 3.4

税引前中間
（当期）純損失

　  5,573 △1.7  7,580 △2.3  23,930 △3.5

法人税、住民税
及び事業税

　 93   155   276   

法人税等調整額 　 － 93 0.0 － 155 0.0 △741 △464 △0.1

中間(当期)純損失 　  5,666 △1.7  7,735 △2.3  23,465 △3.4
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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１月１日　至平成19年６月30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18年12月31日残高　(百万円) 129,895 76,236 76,236 △141,592 △141,592 △170 64,369

中間会計期間中の変動額        

中間純利益(△損失)    △5,666 △5,666  △5,666

減資(欠損填補)　(注)１ △65,355   65,355 65,355  －

資本準備金の取崩(欠損填補)　　(注)

２  △76,236 △76,236 76,236 76,236  －

新株の発行 0      0

自己株式の取得      △3 △3

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）        

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　(百万円) △65,355 △76,236 △76,236 135,925 135,925 △3 △5,670

平成19年６月30日残高　(百万円) 64,539 － － △5,666 △5,666 △174 58,698

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高　(百万円) 179 △172 △2,486 △2,479 1 61,890

中間会計期間中の変動額       

中間純利益(△損失)      △5,666

減資(欠損填補)　(注)１      －

資本準備金の取崩(欠損填補)　　

(注)２      －

新株の発行      0

自己株式の取得      △3

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額） 292 42 － 335 1 336

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　(百万円) 292 42 － 335 1 △5,334

平成19年６月30日残高　(百万円) 471 △129 △2,486 △2,144 2 56,556

 (注)１ 平成19年３月28日開催の定時株主総会決議によるものであります。

２ 平成19年２月16日開催の取締役会決議によるものであります。

当中間会計期間（自平成20年１月１日　至平成20年６月30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
その他資
本剰余金

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12月31日残高　(百万円) 64,543 3 － 3 △22,618 △22,618 △259 41,669

中間会計期間中の変動額         

中間純利益(△損失)     △7,735 △7,735  △7,735

減資　　　 (注) △33,000  33,000 33,000    －
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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
その他資
本剰余金

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

自己株式の取得       △9 △9

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）         

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　(百万円) △33,000 － 33,000 33,000 △7,735 △7,735 △9 △7,744

平成20年６月30日残高　(百万円) 31,543 3 33,000 33,003 △30,353 △30,353 △268 33,924

 

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年12月31日残高　(百万円) △286 △96 △3,334 △3,716 42 37,994

中間会計期間中の変動額       

中間純利益(△損失)      △7,735

減資　　　　(注)      －

自己株式の取得      △9

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額） △1,630 54 － △1,575 △42 △1,618

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　　　　(百万円) △1,630 54 － △1,575 △42 △9,362

平成20年６月30日残高　(百万円) △1,917 △41 △3,334 △5,292 － 28,632

 (注) 平成20年３月18日開催の定時株主総会決議によるものであります。

　

前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成19年１月１日　至平成19年12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18年12月31日残高　(百万円) 129,895 76,236 76,236 △141,592 △141,592 △170 64,369

事業年度中の変動額        

当期純利益(△損失)    △23,465 △23,465  △23,465

減資(欠損填補)　(注)１ △65,355   65,355 65,355  －

資本準備金の取崩(欠損填補)　　(注)

２  △76,236 △76,236 76,236 76,236  －

土地再評価差額金の取崩額    847 847  847

新株の発行 3 3 3    7

自己株式の取得      △89 △89

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）        

事業年度中の変動額合計

　　　　　　　　　　　(百万円) △65,351 △76,233 △76,233 118,974 118,974 △89 △22,699

平成19年12月31日残高　(百万円) 64,543 3 3 △22,618 △22,618 △259 41,669
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評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高　(百万円) 179 △172 △2,486 △2,479 1 61,890

事業年度中の変動額       

当期純利益(△損失)      △23,465

減資(欠損填補)　(注)１      －

資本準備金の取崩(欠損填補)　　

(注)２      －

土地再評価差額金の取崩額      847

新株の発行      7

自己株式の取得      △89

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額） △465 76 △847 △1,236 40 △1,196

事業年度中の変動額合計

　　　　　　　　　　　(百万円) △465 76 △847 △1,236 40 △23,895

平成19年12月31日残高　(百万円) △286 △96 △3,334 △3,716 42 37,994

 (注)１　平成19年３月28日開催の定時株主総会決議によるものであります。

２　平成19年２月16日開催の取締役会決議によるものであります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　資産の評価基準及び

評価方法

(1)たな卸資産

商品

生鮮食品を除く商品は売価還

元法による原価法 

生鮮食品は主に最終仕入原価

法による原価法

物流センター在庫は主に移動

平均法による原価法 

(1)たな卸資産

商品

同左

　

　

(1)たな卸資産

商品

同左 

  

　

　 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

　 (2)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(2)有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

　 その他有価証券

・時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）

その他有価証券

・時価のあるもの

同左

その他有価証券

・時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

　 ・時価のないもの

移動平均法による原価法

・時価のないもの

同左

・時価のないもの

同左

　 (3)デリバティブ取引

時価法

(3)デリバティブ取引

同左

(3)デリバティブ取引

同左

２　固定資産の減価償却

の方法

(1)有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

(1)有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

(1)有形固定資産

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　　　　　　　　６～50年  建物　　　　　　　　６～50年  建物　　　　　　　　６～50年

　 構築物　　　　　　　10～50年  構築物　　　　　　　10～50年  構築物　　　　　　　10～50年

　 工具器具備品　　　　３～20年  機械装置　　　　　　４～17年  機械装置　　　　　　４～17年

　 その他　　　　　　　４～17年  車両運搬具　　　　　４～10年  車両運搬具　　　　　４～10年

　 　  工具器具備品　　　　３～20年  工具器具備品　　　　３～20年

　

　

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当中間会計期

間より、平成19年４月１日以後に取得

した有形固定資産については、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しています。

これにより、営業損失、経常損失及び

税引前中間純損失は、それぞれ９百万

円増加しています

 

　

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産については、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変

更しています。 

これにより、営業利益は、84百万円減

少し、経常損失及び税引前当期純損失

は、それぞれ84百万円増加していま

す。

　 　

　

(追加情報)

法人税法の改正に伴い、当中間会計

期間より、平成19年３月31日以前に

取得した有形固定資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業

年度から、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間で均等

償却し、減価償却費に含めて計上し

ています。

これにより、営業利益は、240百万円

減少し、経常損失及び税引前中間純

損失は、それぞれ240百万円増加し

ています。
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　 (2)無形固定資産

定額法

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっ

ています。

(2)無形固定資産

同左

(2)無形固定資産

同左

　 (3)投資その他の資産

均等額償却

(3)投資その他の資産

同左

(3)投資その他の資産

同左

３　引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため一般債権については貸倒

実績率に基づき、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

相当額を計上しています。

(1)貸倒引当金

同左

(1)貸倒引当金

同左

 (2)賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与に

充てるため、支給見込額に基づき

計上しています。 

業績連動型賞与については、将来

の支給見込額のうち、当中間会計

期間に属する部分を賞与引当金

として計上しています。 

(2)賞与引当金 

同左

 

 

(2)　　　　─────

　

　 (3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しています。

また、数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(主

に10年)による定額法により各発

生年度の翌期から費用処理する

こととしています。

また、過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(５年

)による定額法により発生年度か

ら費用処理することとしていま

す。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しています。

また、数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(主

に10年)による定額法により各発

生年度の翌期から費用処理する

こととしています。

　

 

 

 

 

 

(追加情報)

当社は、従業員が自分の生活スタ

イルに応じた資産づくりが出来

る年金制度を確立するため、平成

20年10月１日より年金制度を、年

金基金(確定給付企業年金)及び

適格退職年金制度から、確定拠出

年金及び退職一時金制度に変更

します。これにつき、「退職給付

制度間の移行等に関する会計処

理」(企業会計基準適用指針第１

号)を適用し、確定拠出年金及び

退職一時金制度への移行部分に

ついて退職給付制度の一部終了

の処理を行います。

なお、年金基金については、過去

期間分のみの閉鎖型として存続

します。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当期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、当期末において発生してい

ると認められる額を計上してい

ます。

また、数理計算上の差異につい

ては、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数(主に10年)による定額法によ

り各発生年度の翌期から費用処

理することとしています。

また、過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(５

年)による定額法により発生年

度から費用処理することとして

います。
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　 ─────

　

　

(4)商品券回収損失引当金

負債計上を中止した商品券の将

来回収時に発生する損失に備え

るため、合理的に見積もった将来

回収に伴う損失見込額を計上し

ています。

（会計方針の変更）

従来、発行後一定期間未回収の商

品券につき、一定期間経過後に負

債計上を中止してその発行価額

を営業収入に計上していました

が、「租税特別措置法上の準備金

及び特別法上の引当金又は準備

金並びに役員退職慰労引当金等

に関する監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会監査・保証実

務委員会報告第42号 平成19年４

月13日）の公表を契機に、当中間

会計期間より、負債計上中止後の

未回収商品券の回収により発生

する損失に備えるため、合理的に

見積もった将来回収に伴う損失

見込額を商品券回収損失引当金

として計上しています。

これにより、当期首時点で計上す

べき過年度の商品券回収損失引

当金繰入額154百万円を特別損失

として計上した結果、従来の方法

によった場合と比較して、営業利

益は、８百万円増加し、経常損失

は、８百万減少、税引前中間純損

失は、145百万円増加しています。

─────

　

　

４　リース取引の処理方

法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっています。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

５　ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用していま

す。なお、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

ます。

(1)ヘッジ会計の方法

同左

(1)ヘッジ会計の方法

同左

　 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利リスクを回避

するためのスワッ

プ取引

ヘッジ対象…借入金の支払金利

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

　 (3)ヘッジ方針

リスク管理方針に基づき、金利変

動リスクをヘッジすることとし

ています。

(3)ヘッジ方針

同左

(3)ヘッジ方針

同左

　 (4)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計とヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動の累計

を比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しています。

ただし、特例処理によっているス

ワップについては、有効性の評価

を省略しています

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

６　その他中間財務諸表

（財務諸表）作成の

ための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっています。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年６月30日）

当中間会計期間末
（平成20年６月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

※１　有形固定資産減価償却累計額

              196,276百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

                   200,689百万円

※１　有形固定資産減価償却累計額

                     196,768百万円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

資産の種類 金額（百万円）

建物 18,734

土地  55,803

合計 74,538

資産の種類 金額（百万円）

建物     15,051

土地      48,018

合計   63,069

資産の種類 金額（百万円）

建物 　 16,519

土地       53,652

合計       70,171

   上記物件は、短期借入金3,389百万円、長

期借入金21,882百万円、流動負債の「そ

の他」150百万円及び固定負債の「その

他」526百万円に対する担保に供してい

ます。

   上記物件は、短期借入金3,389百万円、長

期借入金12,177百万円、流動負債の「そ

の他」150百万円及び固定負債の「その

他」376百万円に対する担保に供してい

ます。

   上記物件は、長期借入金13,872百万円、一

年内返済予定長期借入金9,183百万円、固

定負債その他451百万円、未払金150百万

円に対する担保に供しています。

   
　３　偶発債務

(1)債務保証

　３　偶発債務

(1)債務保証

　３　偶発債務

(1)債務保証

㈱エスシーシー土地買取

契約等に対する保証額
  6,406百万円

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証額

  3,462　〃

㈱九州西友の家賃支払に

対する保証額
274　〃

社員の住宅ローン等の借

入金に対する保証額
 131　〃

㈱東北西友のリース契約

に対する保証額
0　〃

計 10,274　〃

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証額

3,004百万円

㈱エスシーシー建物延払

条件付譲渡契約に対する

保証額

　642　〃

㈱九州西友の家賃支払に

対する保証額
　212　〃

社員の住宅ローン等の借

入金に対する保証額
　81　〃

計 3,940  〃

㈱エスシーシーの土地買

取契約等に対する保証額
  6,419百万円

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証額

3,228　〃

㈱九州西友の家賃支払に

対する保証額
　 243　〃

社員の住宅ローン等の借

入金に対する保証額
　 107　〃

  
計  9,998　〃

(2)保証予約 (2)保証予約 (2)保証予約

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証予約額

582百万円

計   582　〃

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証予約額

   218百万円

計   　218　〃

下松タウンセンター開発

㈱の銀行借入金に対する

保証予約額

    539百万円

計 　539 〃
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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１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息  1,358百万円

受取配当金 　   49　〃

受取利息    1,534百万円

受取配当金 　  　46　〃

受取利息    2,819百万円

受取配当金    　73　〃

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

支払利息    3,400百万円

社債利息 16　〃

コマーシャル・ペー

パー利息
275　〃

支払利息    3,946百万円

社債利息 　4　〃

コマーシャル・ペー

パー利息
　280　〃

支払利息   7,089百万円

社債利息 　　29　〃

コマーシャル・ペー

パー利息
　468　〃

※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目 ※３　特別利益の主要項目

投資有価証券売却益      495百万円

移転費用等補償金 125　〃  

投資有価証券売却益    1百万円 固定資産売却益     137百万円

投資有価証券売却益 670　〃

店舗移転補償金      132　〃

預託金返還益      368　〃

※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目 ※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損      124百万円

店舗解約損失  191　〃

貸倒引当金繰入額  2,267　〃

減損損失       272  〃

固定資産除却損      158百万円

店舗解約損失  　11　〃

貸倒引当金繰入額    5,149　〃

投資有価証券売却損       126  〃

関係会社株式評価損    1,420  〃

固定資産除却損      262百万円

店舗解約損失      254　〃

貸倒引当金繰入額    4,758　〃

投資有価証券売却損    393　〃

関係会社株式評価損  8,699　〃

減損損失  5,551　〃

特別退職金    2,734　〃

※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額

有形固定資産   5,413百万円

無形固定資産 504　〃

計   5,918　〃

有形固定資産   5,167百万円

無形固定資産 　405　〃

計   5,573　〃

有形固定資産   11,178百万円

無形固定資産    955　〃

計  12,133　〃
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前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※６   減損損失

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として、店舗を基本単位として資産のグ

ルーピングをしています。閉鎖店舗等の遊休

資産等について、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として特別

損失に計上しています。

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味

売却価額により測定しています。正味売却価

額は、路線価及び不動産鑑定評価額等を基に

算出した金額によっています。

 

 

 

 

 

 

 (１) 減損を認識した資産グループの概要

 （単位:百万円)

用途 種類 地域 物件数 金額

遊休資産

 
土地 関東 1 272

合計 1 272

※６　　　　 　─────

 

 

 

 

 

　

　

※６   減損損失

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として、店舗を基本単位として資産のグ

ルーピングをしています。営業活動から生ず

る損益が継続してマイナスである資産グルー

プ及び閉鎖店舗等の遊休資産等について、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失として特別損失に計上していま

す。

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味

売却価額または使用価値により測定していま

す。正味売却価額は、土地については、路線価

及び不動産鑑定評価額等を基に算出した金額

によっています。その他の固定資産について

は合理的な見積もりによっています。また、使

用価値は将来キャッシュ・フローを４　％で

割引いて算出しています。

 

 (１) 減損を認識した資産グループの概要

 （単位:百万円)

用途 種類 地域 物件数 金額

　
 

 
東北　　 1 1,163

店舗
土地及び

建物等  
関東 6 3,054

 
 

  

中部

東海
2 1,061

遊休資産

 
土地  関東 1 272

合計 10 5,551

　 　 　

(２) 固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 

 (単位:百万円)

 

　

(２) 固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 

 (単位:百万円)

固定資産の種類 金額

 土地 272

合計 272

 固定資産の種類 金額

 建物 3,030

 土地 2,032

 その他の有形固定資産 304

 無形固定資産 4

 投資その他の資産 32

 リース資産 47

 原状回復費用 100

合計 5,551
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（中間株主資本等変動計算書関係）

　

 前中間会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日)

　

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末

株式数(株)

当中間会計期間

増加株式数(株)

当中間会計期間

減少株式数(株)

当中間会計期間末

株式数(株)

 普通株式　　(注)１ 529,748 26,091 － 555,839

 Ａ種優先株式 － － － －

 Ｂ種優先株式(注)２ － 7,125,000 － 7,125,000

 Ｃ種優先株式 － － － －

 合計 529,748 7,151,091 － 7,680,839

 (注)１　普通株式の自己株式数の増加26,091株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　　２　Ｂ種優先株式の自己株式数の増加7,125,000株は、株式会社みずほコーポーレート銀行による取得請求権の行使によ

る増加であります。（優先株式を取得し、引換えに普通株式を交付）

 当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

　

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末

株式数(株)

当中間会計期間

増加株式数(株)

当中間会計期間

減少株式数(株)

当中間会計期間末

株式数(株)

 普通株式　(注)１ 1,174,108 68,488 1,242,596 －

 全部取得条項付種

類株式 　 (注)２
－ 1,117,455,887 － 1,117,455,887

 Ａ種優先株式 8,000,000 － － 8,000,000

 Ｂ種優先株式 12,000,000 － － 12,000,000

 Ｃ種優先株式 12,000,000 － － 12,000,000

 合計 33,174,108 1,117,524,375 1,242,596 1,149,455,887

 (注)１　普通株式の自己株式数の1,174,108株、及び単元未満株式の買取りによる増加68,488株は、平成20年３月18日開催の

定時株主総会決議により全部取得条項付種類株式の自己株式となっています。

 　　２　普通株式1,117,455,887株(上記自己株式1,242,596株を含む)は、平成20年３月18日開催の定時株主総会決議により全部

取得条項付種類株式の自己株式となっています。

 前事業年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　

 　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末

株式数(株)

当事業年度

増加株式数(株)

当事業年度

減少株式数(株)

当事業年度末

株式数(株)

 普通株式　　(注)1 529,748 644,360 － 1,174,108

 Ａ種優先株式(注)2 － 8,000,000 － 8,000,000

 Ｂ種優先株式(注)2 － 12,000,000 － 12,000,000

 Ｃ種優先株式(注)2 － 12,000,000 － 12,000,000

 合計 529,748 32,644,360 － 33,174,108

(注)１　普通株式の自己株式数の増加644,360株は単元未満株式の買取りによる増加であります。

    ２　優先株式の自己株式数の増加32,000,000株は、Ａ種優先株式8,000,000株、Ｂ種優先株式12,000,000株、

        Ｃ種優先株式12,000,000株の取得請求権の行使による増加であります。(優先株式を取得し、引換えに普通

株式を交付）
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

借主側 借主側 借主側

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(単位:百万円)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(単位:百万円)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

(単位:百万円)

　

取得価
額

相当額

減価償
却累計
額

相当額

減損損
失累計
額 

相当額 

中間
期末残
高

相当額

有形固
定資産
その他

12,149 5,642 547 5,958

（注）有形固定資産その他の主なものは、

工具器具備品であります。

　

取得価
額

相当額

減価償
却累計
額

相当額

減損損
失累計
額 

相当額 

中間
期末残
高

相当額

　
建物
　

1,744 145 － 1,599

有形固
定資産
その他

13,643 5,724 552 7,366

　合計 15,388 5,869 552 8,966

　

取得価
額

相当額

減価償
却累計
額

相当額

減損損
失累計
額 

相当額 

期末残
高

相当額

　
建物
　

1,744 72 － 1,671

有形固
定資産
その他

13,371 5,675 579 7,116

　合計 15,116 5,748 579 8,788

 （注）有形固定資産その他の主なものは、

工具器具備品であります。

（注）有形固定資産その他の主なものは、

工具器具備品であります。

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等

 未経過リース料中間期末残高相当額

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等

 未経過リース料中間期末残高相当額

(2)未経過リース料期末残高相当額等

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,742百万円

１年超      4,688　〃

計     6,430　〃

リース資産減損

勘定の残高
290百万円

１年内      2,170百万円

１年超       7,259　〃

計      9,429　〃

リース資産減損

勘定の残高
   160百万円

１年内       2,013百万円

１年超      7,251　〃

計       9,264　〃

リース資産減損

勘定の残高
    251百万円

(3)当中間期の支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

(3)当中間期の支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料  1,142百万円

リース資産減損勘定

の取崩額 
256　〃

減価償却費相当額 960　〃

支払利息相当額 87　〃

減損損失 －　〃

支払リース料    1,307百万円

リース資産減損勘定

の取崩額 
 90　〃

減価償却費相当額  1,041　〃

支払利息相当額  237　〃

減損損失  －　〃

支払リース料      2,447百万円

リース資産減損勘定

の取崩額 
 177　〃

減価償却費相当額      2,013  〃

支払利息相当額  311　〃

減損損失  47　〃

(4)減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっています。

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(4)減価償却費相当額の算定方法

同左

(5)利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

います。

(5)利息相当額の算定方法

同左

(5)利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

借主側

未経過リース料

１年内     9,560百万円

１年超   73,730　〃

計      83,290　〃

１年内       9,669百万円

１年超     70,198　〃

計       79,867　〃

１年内      9,524百万円

１年超      68,967　〃

計       78,492　〃
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年６月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成20年６月30日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成19年12月31日）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日）

前事業年度

（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　　　　　　　　───── 当社は、平成20年５月19日開催の取締役会決

議により当社連結子会社である株式会社九

州西友、株式会社北海道西友、株式会社エス

・エス・ブイ、株式会社東北西友及び株式会

社サニーの５社を平成20年７月１日付で吸

収合併いたしました。

①目的

当社と前記５社においては、すでに店舗オペ

レーションの統合、情報システムの統合、仕

入れの一本化などを実施し、業務の合理化、

管理部門の組織効率化を進めてきています

が、合併により、業務の統合・効率化や経営

資源の最適配分をさらに推し進め、「価格」

「鮮度・品質」「品揃え」「利便性」の４

つの点のすべてにおいてお客様に差別化さ

れた価値提供を目指す「西友改革：４つの

差別化」の一層の加速を図ります。

②合併する相手会社の名称及び主な事業内容

(会社名) (事業内容)

株式会社九州西友 総合小売業　

株式会社北海道西友 総合小売業　

株式会社エス・エス・

ブイ
スーパーマーケット業　

株式会社東北西友 スーパーマーケット業　

株式会社サニー スーパーマーケット業　

③合併方法　

当社を吸収合併存続会社、子会社５社を吸収

合併消滅会社とし吸収合併します。

④合併により発行する株式等

子会社５社は、当社の完全子会社であるた

め、本合併による株式及びその他金銭等の交

付はありません。

平成20年３月18日開催の当社定時株主総会

において定款一部変更及び全部取得条項付

株式の取得が承認可決され、また、同日開催

の普通株主による種類株主総会において定

款一部変更が承認可決されました。この結

果、当社の現普通株式に係る株券は、東京証

券取引所の上場廃止基準に該当しますの

で、平成20年３月19日から平成20年４月18

日までの間、整理銘柄に指定された後、平成

20年４月19日をもって上場廃止となる予定

です。

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】

　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しています。

　

(１) 有価証券報告書

及びその添付書類

　

　

事業年度

（第53期）

自　平成19年１月１日

至　平成19年12月31日
 

平成20年３月28日

関東財務局長に提出

(２) 臨時報告書 　 　 　 　 平成20年５月28日
関東財務局長に提出

　　金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項
第７号の３の規定に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

   平成19年９月13日

株式会社西友    

 取締役会　御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 太田　恵子　　㊞

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 矢崎　弘直　　㊞

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

西友の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19

年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変

動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結

財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社西友及び連結子会社の平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期

間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表

示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

   平成20年９月18日

株式会社西友    

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 太田　恵子　　㊞

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 矢崎　弘直　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社西友の平成20年１月１日から平成20年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成20年１月１日

から平成20年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株

主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結

財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社西友及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期

間（平成20年１月１日から平成20年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表

示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

   平成19年９月13日

株式会社西友    

 取締役会　御中  

 新日本監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 太田　恵子　　㊞

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 矢崎　弘直　　㊞

　当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社

西友の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの第53期事業年度の中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年

６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務

諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社西友の平成19年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年１月１日から平

成19年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

   平成20年９月18日

株式会社西友    

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 太田　恵子　　㊞

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 矢崎　弘直　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社西友の平成20年１月１日から平成20年12月31日までの第54期事業年度の中間会計期間（平成20年１月１日か

ら平成20年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務

諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社西友の平成20年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成20年１月１日から平

成20年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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