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（百万円未満切捨て）

１. 平成19年３月期の連結業績(平成 18年 4月 1日 ～ 平成 19年 3月 31日)
(1)連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

当 期 純 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2.9 7.3 8.1 △2.2

20.8 56.6 41.2 48.3

円　　銭 ％ ％ ％

82 43 82 02 9.3 6.9 4.1

83 23 82 71 10.4 6.5 4.0

(参考)　　持分法投資損益 19年  3月期　454百万円      18年  3月期　578百万円      

(2)連結財政状態
総  資  産 純　資　産

百万円 百万円 ％ 円　　銭

41.8 901 87

39.5 867 91

(参考）　　自己資本 19年  3月期　198,500百万円 18年  3月期　194,789百万円

(3)連結キャッシュ･フローの状況
営業活動による 投資活動による

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー
百万円 百万円 百万円 百万円

２.配当の状況
１株当たり配当金

円 　銭 円 　銭 円 　銭 ％ ％

5 00 9 00 14 00 16.8 1.7

5 00 9 00 14 00 17.0 1.6

5 00 9 00 14 00 22.0 1.5

３. 平成20年３月期の連結業績予想（平成 19年 4月 1日  ～  平成 20年 3月 31日 ）
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

　

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

△ 0.9 △ 17.8 △ 22.1 △ 53.3 19 53

0.0 △ 7.0 △ 10.2 △ 23.5 63 61

4,300

782,000 30,000 30,000 14,000

18,710

18,291

35,519 △ 957

売 上 高
営業利益率

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

円　　銭

自己資本比率 １株当たり純資産

現金及び現金同等物

通期

売　　上　　高 営　業　利　益 経　常　利　益

781,798

760,038

32,252

30,061

１ 株 当 た り
当期純利益

35,559

18年  3月期 30,925

474,895 213,194

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

19年  3月期
18年  3月期

平成 19年 3月期　決算短信

19年  3月期

問合せ先責任者
代 表 者

33,416

１株当たり
当期純利益

194,789

3,134

配当金

(年間)
百万円

3,078

（連結）

当期純利益

19年  3月期
18年  3月期 493,553

配当率

期　末　残　高

36,342

総額
純資産

33,02319年  3月期
18年  3月期

財務活動による
キャッシュ・フロー

△ 23,6871,352

△ 38,834

中間期

売上高 営業利益 経常利益

365,700 11,000 11,000

（基準日）
配当性向
（連結）

20年  3月期(予想) 3,081

期末 年間中間期末

18年  3月期
19年  3月期

(財)財務会計基準機構会員
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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）　無

　(2)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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に
　　　記載されるもの）
　　　①　会計基準等の改正に伴う変更　　有
　　　②　①以外の変更　　　　　　　　　有
　　(注)詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。

　(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） 19年３月期 225,179,103株  18年３月期 224,360,003株
　　　②　期末自己株式数 19年３月期 5,080,342株  18年３月期 73,584株
　　(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。

（参考）個別業績の概要

１. 平成19年３月期の個別業績（平成 18年 4月 1日 ～ 平成 19年 3月 31日）
(1)個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

当 期 純 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2.4 9.0 5.6 △ 5.8

2.3 32.8 1.4 8.4

円　　銭 円　　銭

55 81 55 53

58 34 57 97

(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

46.9 710 78

45.3 712 19

(参考)　　自己資本 19年  3月期   156,442百万円 18年  3月期159,858百万円

２. 平成20年３月期の個別業績予想（ 平成 19年 4月 1日  ～  平成 20年 3月 31日 ）
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

1.0 △ 11.5 0.5 △ 34.9 21 35

0.9 △ 3.8 0.7 △ 3.1 54 52

※

213,000 7,900 10,200 4,700

459,000 21,000 23,000 12,000

営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

中間期
通期

19年  3月期
18年  3月期

19年  3月期
18年  3月期

19年  3月期
18年  3月期

１ 株 当 た り
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

21,629

売上高

333,255

353,057

156,760

444,263 20,019

159,858

13,147

12,383

売　　上　　高 営　業　利　益 経　常　利　益

454,951 21,823 22,832

　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）
　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定
の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績
予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。
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1．経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

 

① 業績の概要 

当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景とした設備投資の拡大や雇用環境

の改善等が進み、景気拡大は戦後最長記録を更新しているものの、家計への波及が進むまでには至

りませんでした。加えて、原油等の原材料の高騰やゼロ金利解除に伴う金利の上昇等が、経営環境

の先行きに不透明感をもたらしています。 

百貨店業界におきましては、記録的な暖冬や他業態との競争の激化等の影響を受け、総じて売上

高の前年割れが続きました。 

この間、当社グループにおきましては、伊勢丹グループ10年ビジョンに基づく第一ステップとし

て、平成18年度を初年度とする新しい3年間の取組みをスタートさせました。 

当ビジョンにおいて伊勢丹グループは、お客さま一人ひとりのニーズに対応し、モノ（商品）や

コト（サービス）を提供することでお客さまの様々なお悩みを解決し、生活全般にわたってご相談

いただけるようなトータルライフ・アテンダントになることを目指してまいります。 

このため、当連結会計年度では、これらの目指す姿を実現するための第一ステップとして、お客

さまとの信頼関係の再構築、及び顧客満足を追求していくためのグループ運営体制の確立に取り組

みました。 

具体的には、店頭における顧客起点の実現に向けて、商品管理・顧客情報等に関する新しいシス

テムを導入するとともに、グループ運営体制の強化策として、提携百貨店とのシステム統合や当社

グループの重要な顧客戦略である「アイカード」の利用拡大を推進いたしました。 

また、当社グループの戦略課題である同業他社との提携関係（伊勢丹アライアンス）構築の一環

として、本年3月に、(株)伊勢丹、(株)東急百貨店及びその親会社である東京急行電鉄(株)は、(株)

伊勢丹と(株)東急百貨店とが包括的な業務提携を行うことで合意し、基本合意書を締結しました。

今後、両社の店舗網を背景に、協働により営業全般の業務精度を上げると共に、合理化を図るべく

戦略的取り組みを実行する予定です。 

一方、当社グループのコア事業である百貨店事業に経営資源を集中し、更なる競争優位の確保に

最優先で取り組むために、昨年8月に連結子会社であった(株)バーニーズジャパンの全株式を売却

し、また、同年11月には、連結子会社であった(株)伊勢丹トラベル（現在は、(株)JTB伊勢丹トラ

ベルに社名を変更している。以下同じ。）の発行済株式の66.3％を売却いたしました。 

以上のような諸施策を実施した結果、連結売上高については、(株)伊勢丹やイセタン(シンガポー

ル)Ltd.を中心に百貨店業が牽引して 781,798 百万円（前連結会計年度比 102.9％）、連結営業利益

については、連結売上高の好業績及び経費抑制により32,252百万円（前連結会計年度比107.3％）、

連結経常利益については、(株)岩田屋の金融収支の改善や(株)伊勢丹及び東南アジア各社の好業績

等により 33,416 百万円（前連結会計年度比 108.1％）、連結当期純利益については、固定資産減損

損失等の特別損失計上により18,291百万円（前連結会計年度比97.8％）となりました。 

 

  

② 事業の種類別セグメントの業績 

［百貨店業］ 

百貨店業におきましては、国内では(株)伊勢丹、(株)静岡伊勢丹、海外店等が業績拡大に寄与し

ました。 
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(株)伊勢丹では、戦略的投資として伊勢丹本店の再開発を進めており、婦人服飾雑貨や食料品フ

ロアの一部をリモデルオープンしました。このリモデル工事により、売場面積の縮小があったにも

かかわらず、本店で売上高が前年を上回ったほか、ほぼすべての支店で売上高が前年を上回りまし

た。特に、昨年3月に全館リモデルオープンした浦和店の売上高が高い伸びとなりました。 

また、(株)静岡伊勢丹、(株)新潟伊勢丹、(株)小倉伊勢丹及び(株)岩田屋で売上高が前年を上回

りました。海外におきましては、シンガポール、マレーシアの百貨店子会社が引き続き業績を伸ば

しており、中国各社も競争激化の中で健闘しました。 

  この結果、売上高は 715,562 百万円（前連結会計年度比 104.6％）、営業利益 26,556 百万円（前

連結会計年度比109.1％）となりました。 

 

［クレジット・金融業］ 

  クレジット・金融業におきましては、(株)伊勢丹アイカードがショッピング部門でアイカード取

扱高を順調に伸ばしており、キャッシング取扱高も拡大しました。 

この結果、売上高は 14,168 百万円（前連結会計年度比 104.1％）、営業利益 4,148 百万円（前連

結会計年度比108.7％）となりました。 

 

［小売・専門店業］ 

  小売・専門店業におきましては、(株)クイーンズ伊勢丹が昨年11月に横浜店を開店する等、積極

的な売上拡大に取り組んだ結果、売上高が前年を上回りました。また、(株)マミーナは、ブランド

力の向上により売上高が高い伸びとなりました。 

  なお、(株)バーニーズジャパンは、昨年8月に(株)伊勢丹が全株式を売却したことにより、当連

結会計年度において連結除外となりました。 

  この結果、売上高は61,730百万円（前連結会計年度比82.6％）、営業利益は1,211百万円（前連

結会計年度比89.7%）となりました。 

   

［その他事業］ 

  その他事業におきましては、(株)伊勢丹ビジネスサポートが物流業務を、(株)伊勢丹ビルマネジ

メントサービスがビルメンテナンス業務を、(株)伊勢丹キャリアデザインが教育・採用業務をそれ

ぞれ当社グループより受託し、当社グループを支える横串機能の専門性を高めております。 

なお、(株)伊勢丹トラベルは、昨年 11 月に(株)伊勢丹が発行済株式の 66.3％を売却したことに

より、当連結会計年度において連結除外となり、持分法適用関連会社となりました。 

  この結果、売上高は 40,152 百万円（前連結会計年度比 111.3％）、営業利益 418 百万円（前連結

会計年度比190.5%）となりました。 

 

③ 次期の見通し 

今後の経済環境につきましては、景気回復の継続を受け、個人消費は徐々に上向きになりつつあ

ると思われます。しかし、百貨店を取り巻く環境は依然厳しく、一進一退の状況が続くものと予想

しております。 

  このような中、次期につきましては、伊勢丹グループ10年ビジョンの2年目として、当期に引き

続き、お客さまとの信頼関係を再構築すること、及び伊勢丹アライアンスの強化と活用をはかるこ

とを戦略課題と認識し、「伊勢丹ブランド」のさらなる価値向上を目指してまいります。 

  次期の見通しとしましては、当ビジョンの目標達成に向けた先行投資の増大もあり、 連結売上高 

782,000 百万円（当連結会計年度比 100.0％）、連結営業利益 30,000 百万円（当連結会計年度比

93.0％）、連結経常利益30,000百万円（当連結会計年度比89.8％）、連結当期純利益14,000百万円
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（当連結会計年度比76.5％）を見込んでおります。 

  事業の種類別セグメントの営業利益の見通しにつきましては、百貨店業25,300百万円、クレジッ

ト・金融業3,700百万円、小売・専門店業800百万円、その他事業200百万円を見込んでおります。 

  また、単体の業績予想につきましては、売上高459,000百万円（当事業年度比100.9％）、営業利

益21,000百万円（当事業年度比96.2％）、経常利益23,000百万円（当事業年度比100.7％）、当期

純利益12,000百万円（当事業年度比96.9％）を見込んでおります。 

   

注） 

  この資料に掲載されている業績予想に関する記述は、当社グループが現時点で入手可能な情報か

ら得られた判断に基づいておりますが、リスクや不確実性を含んでおります。よって実際の業績は

様々な要因により、記述されている業績予想とは異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。 

 

 

 

（２）財政状態に関する分析 

 

①資産、負債及び純資産の状況   

 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ18,657百万円減少しました。これは、現

金及び預金が3,489百万円減少する等により、流動資産が3,985百万円減少したこと、投資有価証

券が時価評価の影響等で5,131百万円減少したほか、差入敷金保証金が7,644百万円減少する等に

より、固定資産が14,280百万円減少したこと等によるものです。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて25,163百万円減少しました。これは、(株)岩田

屋や(株)伊勢丹アイカード等を中心とした連結子会社の借入金の返済や(株)伊勢丹による社債の償

還等により、有利子負債が28,685百万円減少したこと等によるものです。 

純資産につきましては、213,194百万円となりました。これは、利益剰余金が14,836百万円増加

する一方、自己株式が9,506百万円増加したこと、その他有価証券評価差額金が4,166百万円減少

したこと、新株予約権318百万円を計上したこと等によります。これにより、自己資本比率は41.8％

となりました。 

  
②キャッシュ・フローの状況 

 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,318百万円減少し、

33,023百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度において営業活動により得られた資金は35,519百万円であり、前連結会計年度に

比べ 39百万円（前連結会計年度比0.1%）の減少と、ほぼ同水準で推移しました。 

   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度において投資活動に使用した資金は、957 百万円（前連結会計年度は 1,352 百万

円の獲得）となりました。これは、差入敷金保証金の回収やその他の投資の回収に係る収入が増加

した一方、前連結会計年度に比べて有形・無形固定資産の売却による収入が減少したことや有形・
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無形固定資産の取得による支出が増加したこと等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） 

  当連結会計年度において財務活動により使用した資金は38,834百万円であり、前連結会計年度に

比べ 15,146百万円（前連結会計年度比63.9%）の増加となりました｡これは、有利子負債の削減額

が 3,933百万円増加したことや自己株式の取得による支出が9,506百万円発生したことによるもの

であります。 

 

 

③次期の見通し 

   
  営業活動によって得られるキャッシュ・フローについては、当連結会計年度の期末日が金融機関

の休業日であったことによる影響等から、当連結会計年度を下回る25,000百万円を予想しておりま

す。  

  投資活動に使用されるキャッシュ・フローのうち、設備投資額は26,000百万円を予想しておりま

す。 

  財務活動によって得られるキャッシュ・フローについては、7,000 百万円を予想しております。

なお、次期の連結有利子負債残高は73,000百万円を予想しております。 

  以上の結果、次期の現金及び現金同等物の残高は34,000百万円程度を予想しております。 

 

 (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成15年 

3月期 

平成16年

3月期 

平成17年

3月期 

平成18年

3月期 

平成19年 

3月期 

自己資本比率 
36.7% 36.2% 35.5% 39.5% 41.8% 

時価ベースの 

自己資本比率 41.7% 83.1% 67.3% 116.6% 95.2% 

債務償還年数 
4.6年 11.7年 3.9年 2.5年 1.7年 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ 8.9 5.5 25.5 29.8 34.6 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

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 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払

っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フ

ロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
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当社は、安定的な配当水準の維持を基本としながらも、株主の皆様に対する利益還元を一層充実

させるべく、業績連動的な配当の考え方を取り入れております。 
  この方針の下、長期安定的な配当として 1 株当たり年間 10 円の配当を継続的に実施するととも

に、事業成果として、伊勢丹単体の当期純利益が 10,000 百万円を超過した場合は、超過額の 30％
相当額を配当原資に加えて配当いたします。 
 この方針のもと、当期の１株当たり年間配当金につきましては 14 円を予定しております。また、

次期につきましても、1 株当たりの年間配当金につきましては 14 円を予想しております。 
  なお、内部留保資金については、各店舗の改装等営業力強化及び財務体質強化のための原資とし

て活用してまいります。 
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２.企業集団の状況 

 

  当社グループは、当社及び関係会社（連結子会社２９社、持分法適用関連会社８社 (平

成１９年３月３１日現在））により構成され、百貨店業、クレジット・金融業、小売・専門

店業及びその他事業の４事業を行っております。各事業における当社及び関係会社の位置

付け等は次のとおりであります。 

 

[百貨店業] 

  当事業においては、婦人服、紳士服、子供服、身廻品、雑貨、家庭用品、食料品等を販

売しております。当事業は当社グループの核となる分野と位置付けております。 

（関係会社） 

（株）静岡伊勢丹、（株）新潟伊勢丹、（株）小倉伊勢丹、（株）岩田屋、イセタンオブジャ

パンLtd.（香港特別行政区）、上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司（中華人民共和国）、天津伊

勢丹有限公司（中華人民共和国）、上海錦江伊勢丹有限公司（中華人民共和国）、済南伊勢

丹百貨有限公司（中華人民共和国）、成都伊勢丹百貨有限公司（中華人民共和国）、イセタ

ン（シンガポール）Ltd.、イセタン（タイランド）Co.,Ltd.、イセタンオブジャパンSdn.Bhd.

（マレーシア）、（株）ジェイアール西日本伊勢丹、（株）浜屋百貨店、大立伊勢丹百貨股 

ｲ分有限公司（台湾） 

  なお、タイにおいてイセタン（タイランド）Co.,Ltd.の株式を保有するアイティーエム

クローバーCo.,Ltd.は、事業の種類別セグメント情報においては百貨店業に含めておりま

す。 

 

 [クレジット･金融業] 

  当事業においては、クレジット事業及びファイナンス事業を営んでおります。 

（関係会社） 

（株）伊勢丹アイカード、（株）井筒屋ウィズカード、（株）エージーカード 

 

[小売･専門店業] 

  当事業においては、婦人服、雑貨等の販売、スーパーマーケット業及びレストラン業を

営んでおります。 

（関係会社） 

（株）マミーナ、（株）クイーンズ伊勢丹、アールアンドアイダイニング（株） 

 

[その他事業] 

  当事業においては、総合人材サービス業、情報処理サービス業、不動産業、友の会運営、

旅行業等を行なっております。 

（関係会社） 

（株）伊勢丹キャリアデザイン、（株）イセタン・データー・センター、（株）伊勢丹会館、

（株）イセタンクローバーサークル、岩田屋友の会（株）、（株）伊勢丹スイング、（株）伊

勢丹ビジネスサポート、（株）伊勢丹ビルマネジメントサービス、（株）センチュリートレ

ーディングカンパニー、（株）伊勢丹研究所、イセタン（イタリア）S.r.l.、レキシム（シ

ンガポール）Pte.Ltd.、新宿地下駐車場（株）、（株）ＪＴＢ伊勢丹トラベル  
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［事業系統図］

当社グループの状況を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

(輸出入等・卸売業)

㈱センチュリー

トレーディングカンパニー

(百貨店業) イセタン(イタリア)S.r.l.

レキシム(シンガポール)

連結財務諸表提出会社 Pte.Ltd.

㈱伊勢丹アイカード

㈱井筒屋ウィズカード (旅行業)

※ ㈱エージーカード ※ ㈱JTB伊勢丹トラベル(注)２

(総合人材サービス業)

㈱伊勢丹キャリアデザイン(注)３

(百貨店業) (情報処理サービス業)

㈱静岡伊勢丹 ㈱イセタン・データー

㈱新潟伊勢丹 ・センター

(小売・専門店業) ㈱小倉伊勢丹

㈱マミーナ ㈱岩田屋(注)７ (不動産業)

㈱クイーンズ伊勢丹 ※ ㈱ジェイアール西日本 ㈱伊勢丹会館

伊勢丹 ※ 新宿地下駐車場㈱

(レストラン業) ※ ㈱浜屋百貨店

※ アールアンドアイ (友の会運営)

ダイニング㈱(注)４ ㈱イセタンクローバー

サークル

岩田屋友の会㈱

(百貨店業)

イセタンオブジャパンLtd. (スポーツ施設運営)

上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司 ㈱伊勢丹スイング

天津伊勢丹有限公司

上海錦江伊勢丹有限公司 (物流業)

済南伊勢丹百貨有限公司 ㈱伊勢丹ビジネスサポート

成都伊勢丹百貨有限公司(注)１

イセタン(シンガポール)Ltd. (ビルメンテナンス業)

イセタン(タイランド)Co.,Ltd. ㈱伊勢丹ビルマネジメント

イセタンオブジャパンSdn.Bhd. サービス

※持分法適用関連会社 ※ 大立伊勢丹百貨股ｲ分有限公司

※ アイティーエムクローバー (調査・研究受託業)

Co.,Ltd. ㈱伊勢丹研究所

(注) １　成都伊勢丹百貨有限公司は、㈱伊勢丹等が出資を行い新たに設立し、支配権を獲得したことにより、
　　連結子会社に含めております。
２　㈱ＪＴＢ伊勢丹トラベルは、㈱伊勢丹が株式譲渡を行ったことにより、当連結会計年度より連結子会
　　社から持分法適用関連会社となっております。また、㈱伊勢丹トラベルから名称を変更しております。
３　㈱伊勢丹キャリアデザインは、㈱キャリアデザインが名称を変更したものであります。
４　アールアンドアイダイニング㈱は、㈱伊勢丹ダイニングが名称を変更したものであります。
５　㈱バーニーズジャパン及びビーエーシーインベストメンツInc.は、㈱伊勢丹が株式譲渡を行ったこと
　　により、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
６　ミンツ88Co.,Ltd.は、解散の決議が行われ、営業活動が停止しており、連結財務諸表に重要な影響を及
　　ぼしていないため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
７　㈱岩田屋は、福岡証券取引所に株式を上場しております。

㈱伊勢丹

クレジット・金融業

小売・専門店業

クレ
ジット
カード
の加盟
店契約

商品
供給

店舗内
食堂業
務委託

百貨店業 その他事業

商品
供給

教育・
採用業
務委託

情報処
理業務
委託

物流業
務委託

ビルメ
ンテナ
ンス業
務委託

マーケ
ティング
業務委託

友の会
運営業
務委託

- 9 -



     ㈱伊勢丹(8238) 平成 19 年 3月期決算短信 

 - 10 - 

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、 
（４）会社の対処すべき課題 
 
 平成１９年３月期中間決算短信（平成１８年１１月９日開示）により開示を行った内容から

重要な変更がないため開示を省略しております。 
 当該中間決算短信は、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.isetan.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 
 
 
 
 
 
 



㈱伊勢丹（8238）　平成19年3月期決算短信

４.連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

前連結会計年度 当連結会計年度
（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）

区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

金額
（百万円）

(資産の部）

Ⅰ　流動資産

１ 現金及び預金 37,161 33,672

２ 受取手形及び売掛金 ※５ 79,194 80,659

３ 有価証券 1,446 1,234

４ たな卸資産 36,306 35,483

５ 繰延税金資産 7,547 6,516

６ その他 15,484 14,520

貸倒引当金 △ 3,784 △ 2,715

流動資産合計 173,355 35.1 169,370 35.7 △ 3,985

Ⅱ　固定資産

１ 有形固定資産

(1) 建物及び構築物 204,128 202,101

減価償却累計額 △ 103,206 100,921 △ 104,157 97,944

(2) 土地 51,442 51,111

(3) 建設仮勘定 950 232

(4) その他 35,387 36,684

減価償却累計額 △ 24,007 11,380 △ 24,270 12,414

有形固定資産合計 164,696 33.4 161,702 34.0 △ 2,993

２ 無形固定資産 3,791 0.7 3,517 0.7 △ 273

３ 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※１ 61,554 56,423

(2) 長期貸付金 1,603 1,431

(3) 差入敷金保証金 69,377 61,733

(4) 繰延税金資産 2,035 2,548

(5) その他 18,908 19,104

貸倒引当金 △ 2,567 △ 1,341

投資その他の資産合計 150,912 30.6 139,899 29.5 △ 11,013

固定資産合計 319,400 64.7 305,119 64.2 △ 14,280

Ⅲ　繰延資産

１ 創立費 1 0

２ 開業費 796 404

繰延資産合計 797 0.2 405 0.1 △ 392

資産合計 493,553 100.0 474,895 100.0 △ 18,657

金額(百万円) 金額(百万円)

比較増減
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前連結会計年度 当連結会計年度

（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

金額
（百万円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１ 支払手形及び買掛金 67,268 70,461

２ １年内償還予定社債 15,000 20,000

３ 短期借入金 ※５ 36,512 27,485

４ 未払法人税等 9,987 9,872

５ 繰延税金負債 10 10

６ ポイントカード引当金 1,438 1,419

７ 役員賞与引当金 － 103

８ その他 80,981 85,048

流動負債合計 211,198 42.8 214,402 45.1 3,204

Ⅱ　固定負債

１ 社債 30,000 10,000

２ 長期借入金 7,659 3,000

３ 繰延税金負債 10,039 7,566

４ 退職給付引当金 25,260 23,403

５ 役員退職慰労金引当金 622 739

６ その他 2,085 2,588

固定負債合計 75,667 15.3 47,298 10.0 △ 28,368

負債合計 286,865 58.1 261,701 55.1 △ 25,163

（少数株主持分）

少数株主持分 11,899 2.4 － － －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※３ 36,122 7.3 － － －

Ⅱ　資本剰余金 42,703 8.6 － － －

Ⅲ　利益剰余金 100,058 20.3 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 17,528 3.6 － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定 △ 1,531 △ 0.3 － － －

Ⅵ　自己株式 ※４ △ 91 △ 0.0 － － －

資本合計 194,789 39.5 － － －

負債、少数株主持分
及び資本合計

493,553 100.0 － － －

金額(百万円) 金額(百万円)区分

比較増減
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前連結会計年度 当連結会計年度

（平成18年３月31日） （平成19年３月31日）
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

金額
（百万円）

金額(百万円) 金額(百万円)区分

比較増減

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 ※３ － 36,600

２ 資本剰余金 － 43,180

３ 利益剰余金 － 114,894

４ 自己株式 ※４ － △ 9,598

株主資本合計 － － 185,077 39.0 －

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券評価差額金 － 13,362

２ 繰延ヘッジ損益 － 19

３ 為替換算調整勘定 － 41

評価・換算差額等合計 － － 13,423 2.8 －

Ⅲ 新株予約権 － － 318 0.1 －

Ⅳ 少数株主持分 － － 14,375 3.0 －

純資産合計 － － 213,194 44.9 －

負債及び純資産合計 － － 474,895 100.0 －

- 13 -
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（２）連結損益計算書

前連結会計年度 当連結会計年度
　　（自 平成17年４月１日 　　（自 平成18年４月１日
　　　至 平成18年３月31日) 　　　至 平成19年３月31日)

注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

金額
（百万円）

Ⅰ　売上高 760,038 100.0 781,798 100.0 21,760

Ⅱ　売上原価 538,364 70.8 556,161 71.1 17,796

売上総利益 221,673 29.2 225,637 28.9 3,963

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１ 宣伝費 13,258 13,989

２ ポイントカード引当金繰入額 1,394 1,386

３ 給料手当 53,089 51,268

４ 賞与金 12,979 12,707

５ 役員賞与引当金繰入額 － 103

６ 退職給付費用 1,793 1,147

７ 役員退職慰労金引当金繰入額 146 181

８ 貸倒引当金繰入額 1,982 856

９ 減価償却費 10,745 10,894

10 地代家賃 23,864 24,243

11 連結調整勘定償却額 11 －

12 その他 72,346 191,612 25.2 76,605 193,384 24.8 1,772

営業利益 30,061 4.0 32,252 4.1 2,191

Ⅳ　営業外収益

１ 受取利息 555 829

２ 受取配当金 453 514

３ 持分法による投資利益 578 454

４ 受入家賃 1,034 1,977

５ 固定資産受贈益 1,450 1,064

６ 未回収商品券受入益 1,460 1,777

７ 連結調整勘定償却額 215 －

８ その他 2,386 8,136 1.1 1,774 8,392 1.1 255

Ⅴ　営業外費用

１ 支払利息 1,412 1,061

２ 固定資産除却損 2,366 2,538

３ 時効商品券回収損 901 996

４ その他 2,591 7,271 1.0 2,632 7,228 0.9 △ 43

経常利益 30,925 4.1 33,416 4.3 2,490

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

比較増減
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㈱伊勢丹（8238）　平成19年3月期決算短信

前連結会計年度 当連結会計年度
　　（自 平成17年４月１日 　　（自 平成18年４月１日
　　　至 平成18年３月31日) 　　　至 平成19年３月31日)

注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

金額
（百万円）

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

比較増減

Ⅵ　特別利益

１ 固定資産売却益 ※１ 8,578 －

２ 投資有価証券売却益 1,225 －

３ 貸倒引当金戻入益 － 1,219

４ 関係会社事業売却益 ※２ － 859

５ 過年度損益修正益 ※３ 347 10,151 1.3 － 2,079 0.2 △ 8,072

Ⅶ　特別損失

１ 固定資産売却損 ※４ 455 －

２ 固定資産減損損失 ※５ 3,437 3,226

３ 投資有価証券売却損 － 3,893 0.5 24 3,250 0.4 △ 642

税金等調整前当期純利益 37,183 4.9 32,244 4.1 △ 4,938

法人税、住民税及び事業税 13,031 11,292

法人税等調整額 3,214 16,246 2.1 578 11,870 1.5 △ 4,375

少数株主利益 2,227 0.3 2,082 0.3 △ 144

当期純利益 18,710 2.5 18,291 2.3 △ 418
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㈱伊勢丹（8238）　平成19年3月期決算短信

（３）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度

　　（自 平成17年４月１日

　　　至 平成18年３月31日)

注記
番号

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 41,713

Ⅱ　資本剰余金増加高

１ 増資による新株式の発行 987

２ 自己株式処分差益 1 989

Ⅲ　資本剰余金期末残高 42,703

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 84,089

Ⅱ　利益剰余金増加高

１ 当期純利益 18,710 18,710

Ⅲ　利益剰余金減少高

１ 配当金 2,672

２ 役員賞与 68 2,741

Ⅳ　利益剰余金期末残高 100,058

区分 金額(百万円)
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㈱伊勢丹（8238）　平成19年3月期決算短信

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度　（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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３月31日残高（百万円） 36,122 42,703 100,058 △ 91 178,792

当連結会計年度中の変動額      

新株の発行 478 477   955

剰余金の配当　（注１）   △ 3,116  △ 3,116

役員賞与　（注２）   △ 128  △ 128

当期純利益   18,291  18,291

自己株式の取得    △ 9,506 △ 9,506

連結子会社減少に伴う減少額   △ 210  △ 210

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額）

     

478 477 14,836 △ 9,506 6,285

平成19年３月31日残高（百万円） 36,600 43,180 114,894 △ 9,598 185,077

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高（百万円） 17,528 － △ 1,531 15,996 － 11,899 206,688

当連結会計年度中の変動額        

新株の発行       955

剰余金の配当　（注１）       △ 3,116

役員賞与　（注２）       △ 128

当期純利益       18,291

自己株式の取得       △ 9,506

連結子会社減少に伴う減少額       △ 210

株主資本以外の項目の当連結会
計年度中の変動額（純額）

△ 4,166 19 1,572 △ 2,573 318 2,475 220

△ 4,166 19 1,572 △ 2,573 318 2,475 6,505

平成19年３月31日残高（百万円） 13,362 19 41 13,423 318 14,375 213,194

(注)１．平成18年６月の定時株主総会における利益処分による配当2,018百万円及び平成18年11月の取締役会決議に基づく配当

　　　　1,097百万円であります。

　　２．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

少数
株主
持分

純資産
合計

株主資本

評価・換算差額等
新株

予約権

当連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

- 17 -



㈱伊勢丹（8238）　平成19年３月期決算短信　　　　　　　　

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日

　至 平成18年３月31日) 　至 平成19年３月31日)

注記
番号

金額
（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 37,183 32,244

減価償却費 10,894 11,049

固定資産減損損失 3,437 3,226

連結調整勘定償却額 △ 204 －

貸倒引当金の増減額 1,283 △ 2,287

退職給付引当金の増減額 △ 2,874 △ 4,214

役員退職慰労金引当金の増減額 102 116

ポイントカード引当金の増減額 171 261

受取利息及び受取配当金 △ 1,009 △ 1,343

支払利息 1,412 1,061

為替差損益 △ 28 △ 96

持分法による投資損益 △ 578 △ 454

有形固定資産売却損益 △ 8,123 △ 24

有形固定資産除却損 2,366 2,538

投資有価証券売却損益 △ 1,225 24

関係会社事業売却益 － △ 859

売上債権の増減額 △ 2,617 △ 2,181

たな卸資産の増減額 △ 1,358 △ 1,430

仕入債務の増減額 5,858 2,858

その他 1,866 6,325

　小計 46,557 46,814 256

利息及び配当金の受取額 587 1,106

利息の支払額 △ 1,191 △ 1,025

法人税等の支払額 △ 10,394 △ 11,375

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,559 35,519 △ 39

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 △ 796 △ 548

定期預金の払戻による収入 296 718

有価証券・投資有価証券の取得による支出 △ 2,137 △ 603

有価証券・投資有価証券の売却等による収入 2,318 279

有形・無形固定資産の取得による支出 △ 11,114 △ 16,168

有形・無形固定資産の売却による収入 10,410 1,244

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

695 1,240

貸付による支出 △ 243 △ 520

貸付金回収による収入 56 633

差入敷金保証金の差入による支出 － △ 1,853

差入敷金保証金の回収による収入 － 9,216

その他の投資に係る支出 △ 4,075 △ 1,706

その他の投資の回収に係る収入 5,941 7,110

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,352 △ 957 △ 2,310

区分

比較増減

金額(百万円) 金額(百万円)
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㈱伊勢丹（8238）　平成19年３月期決算短信　　　　　　　　

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日

　至 平成18年３月31日) 　至 平成19年３月31日)

注記
番号

金額
（百万円）

区分

比較増減

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

短期借入金の純増減額 △ 5,513 △ 4,791

長期借入れによる収入 19,417 －

長期借入金の返済による支出 △ 36,752 △ 6,990

社債の償還による支出 － △ 15,000

配当金の支払額 △ 2,672 △ 3,116

自己株式の取得による支出  － △ 9,506

その他 1,833 570

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 23,687 △ 38,834 △ 15,146

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 892 967 75

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 14,116 △ 3,304 △ 17,420

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 22,225 36,342 14,116

Ⅶ － △ 14 △ 14

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 36,342 33,023 △ 3,318

期末除外連結子会社の現金及び現金同等物の期
末残高
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㈱伊勢丹(8238)　平成19年３月期決算短信

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１　連結の範囲に関する事項 １　連結の範囲に関する事項

(2) 主要な非連結子会社の名称等 (2) 主要な非連結子会社の名称等

(3) (3)

同左

２　持分法の適用に関する事項 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数　　７社 (1) 持分法を適用した関連会社数　　８社

(2) (2) 

同左

前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日
  至 平成18年３月31日)   至 平成19年３月31日)

(1) 連結子会社の数　　32社 (1) 連結子会社の数　　29社

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計
の総資産、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いな
いためであります。

非連結子会社について連結の範囲から除外した
理由

非連結子会社について連結の範囲から除外した
理由

㈱ジェイアール西日本伊勢丹
㈱浜屋百貨店
大立伊勢丹百貨股ｲ分有限公司
アイティーエム クローバーCo.,Ltd.
㈱エージーカード
アールアンドアイダイニング㈱
新宿地下駐車場㈱
㈱ＪＴＢ伊勢丹トラベル
なお、㈱ＪＴＢ伊勢丹トラベルは、㈱伊勢丹が
株式譲渡を行ったことにより、当連結会計年度
より連結子会社から持分法適用関連会社となっ
ております。
また、㈱伊勢丹トラベルは㈱ＪＴＢ伊勢丹トラ
ベルに、㈱伊勢丹ダイニングはアールアンドア
イダイニング㈱にそれぞれ名称を変更しており
ます。
持分法非適用会社の名称及び持分法を適用しな
い理由

持分法非適用会社の名称及び持分法を適用しな
い理由
持分法非適用会社(㈱伊勢丹ソレイユ他)は、純
損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見
合う額)等の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が乏しいため、
持分法は適用しておりません。

連結子会社名は、「事業系統図」に記載している
ため、省略しております。
なお、成都伊勢丹百貨有限公司は、㈱伊勢丹等が
出資を行い新たに設立し、支配権を獲得したこと
により、連結子会社に含めております。
また、前連結会計年度において連結子会社であり
ました㈱バーニーズジャパン及びビーエーシーイ
ンベストメンツInc.は、㈱伊勢丹が株式譲渡を
行ったことにより、当連結会計年度より連結の範
囲から除外しております。
ミンツ88Co.,Ltd.は、解散の決議が行われ、営業
活動が停止しており、連結財務諸表に重要な影響
を及ぼしていないため、当連結会計年度より連結
の範囲から除外しております。
㈱伊勢丹トラベルは、㈱伊勢丹が株式譲渡を行っ
たことにより、当連結会計年度より連結子会社か
ら持分法適用関連会社となっております。
㈱キャリアデザインは、㈱伊勢丹キャリアデザイ
ンに名称を変更しております。

主要な非連結子会社
㈱伊勢丹ソレイユ、㈱アイタス、㈱エージー
クラブ、㈱九州コミュニケーションサービ
ス、㈱愛生

㈱ジェイアール西日本伊勢丹
㈱浜屋百貨店
大立伊勢丹百貨股ｲ分有限公司
アイティーエム クローバーCo.,Ltd.
㈱エージーカード
㈱伊勢丹ダイニング
新宿地下駐車場㈱
なお、㈱伊勢丹ダイニングは、㈱伊勢丹が株式
譲渡を行ったことにより、当連結会計年度より
連結子会社から持分法適用関連会社となってお
ります。

連結子会社名は、「事業系統図」に記載している
ため、省略しております。
なお、済南伊勢丹百貨有限公司は、㈱伊勢丹等が
出資を行い新たに設立し、支配権を獲得したこと
により、連結子会社に含めております。
㈱伊勢丹ダイニングは、㈱伊勢丹が株式譲渡を
行ったことにより、当連結会計年度より連結子会
社から持分法適用関連会社となっております。
上海華亭・伊勢丹有限公司は上海錦江伊勢丹有限
公司に、㈱スイングは㈱伊勢丹スイングに名称を
変更しております。

主要な非連結子会社
㈱伊勢丹ソレイユ、㈱アイタス、㈱エージー
クラブ、㈱九州コミュニケーションサービ
ス、㈱愛生
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㈱伊勢丹(8238)　平成19年３月期決算短信

３　連結子会社の事業年度等に関する事項 ３　連結子会社の事業年度等に関する事項

４　会計処理基準に関する事項 ４　会計処理基準に関する事項
　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
　　①有価証券 　　①有価証券
　　　その他有価証券 　　　その他有価証券
　　　　時価のあるもの　 　　　　時価のあるもの　

  　　　時価のないもの    　　　時価のないもの  

　　②デリバティブ　 時価法 　　②デリバティブ　 同左
　　③たな卸資産 　　③たな卸資産
　　　商品　　主として売価還元法による原価法 同左
　　　その他　主として先入先出法による原価法
　(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
　　①有形固定資産 　　①有形固定資産

同左

　　②無形固定資産　定額法 　　②無形固定資産 同左

　　③投資その他の資産「その他」(投資不動産) 　　③投資その他の資産「その他」(投資不動産)
　　　建物 定額法 同左
　　　その他 定率法
　(3) 重要な繰延資産の処理方法 　(3) 重要な繰延資産の処理方法
　　①創立費 　　①創立費

　　②開業費 　　②開業費

前連結会計年度 当連結会計年度

  至 平成18年３月31日)   至 平成19年３月31日)
(自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日

ただし、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年以内)に
基づく定額法を採用しております。

連結決算日の市場価格等に
基づく時価法(評価差額は
全部資本直入法により処理
し、売却原価は主として移
動平均法により算定)
主として移動平均法による
原価法

建物及び構築物　　　　主として定額法
その他の有形固定資産　主として定率法

商法施行規則の規定に基づく最長期間(５年)で
均等償却しております。

商法施行規則の規定に基づく最長期間(５年)で
均等償却しております。

連結子会社のうち、上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公
司、天津伊勢丹有限公司、上海錦江伊勢丹有限公
司、済南伊勢丹百貨有限公司、イセタンオブジャパ
ンLtd.、イセタン(シンガポール)Ltd.、イセタン(タ
イランド)Co.,Ltd.、イセタンオブジャパン
Sdn.Bhd.、ミンツ88Co.,Ltd.、イセタン(イタリ
ア)S.r.l.及びレキシム(シンガポール)Pte.Ltd.の決
算日は12月末日、㈱岩田屋、岩田屋友の会㈱、㈱
バーニーズジャパン及び㈱井筒屋ウィズカードの決
算日は２月末日でありますが、当連結財務諸表の作
成に当たっては、各社の決算日現在の財務諸表を使
用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を行っております。

連結子会社のうち、上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公
司、天津伊勢丹有限公司、上海錦江伊勢丹有限公
司、済南伊勢丹百貨有限公司、成都伊勢丹百貨有限
公司、イセタンオブジャパンLtd.、イセタン(シンガ
ポール)Ltd.、イセタン(タイランド)Co.,Ltd.、イセ
タンオブジャパンSdn.Bhd.、イセタン(イタリ
ア)S.r.l.及びレキシム(シンガポール)Pte.Ltd.の決
算日は12月末日、㈱井筒屋ウィズカードの決算日は
２月末日でありますが、当連結財務諸表の作成に当
たっては、各社の決算日現在の財務諸表を使用して
おります。
また、連結子会社のうち㈱岩田屋及び、岩田屋友の
会㈱は決算期を変更し、直近決算期は平成18年10月
１日から平成19年３月31日までの６ヶ月間でありま
すが、連結財務諸表の作成にあたっては、平成18年
３月１日から平成19年３月31日までの13か月分の経
営成績及び同決算日現在の財政状態を使用しており
ます。
なお、連結決算日との間に生じた重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を行っております。

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、売却原価は主として
移動平均法により算定)
主として移動平均法による
原価法

５年で均等償却しております。

５年で均等償却しております。
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　(4) 重要な引当金の計上基準 　(4) 重要な引当金の計上基準

同左

　②　退職給付引当金 　②　退職給付引当金
同左

　③　役員退職慰労金引当金 　③　役員退職慰労金引当金
同左

　④　役員賞与引当金 　④　役員賞与引当金

　⑤　ポイントカード引当金 　⑤　ポイントカード引当金

  至 平成18年３月31日)   至 平成19年３月31日)

　①　貸倒引当金 　①　貸倒引当金

前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日

当連結会計年度末に有する債権の貸倒れによ
る損失に備えるため、一般債権については貸
倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

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おり
ます。
過去勤務債務は、発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(３～８年)による
定額法により発生時から費用処理をしており
ます。
また、数理計算上の差異は、各連結会計年度
の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(８～10年)による定額法に
より発生年度の翌連結会計年度から費用処理
しております。

連結子会社㈱小倉伊勢丹、㈱岩田屋及び㈱ク
イーンズ伊勢丹で採用し、販売促進を目的と
するポイントカード制度による将来のお買物
券発行等の費用発生に備えるため、ポイント
残高に対して、過去のお買物券発行実績率等
に基づき、将来のお買物券発行見込額等を計
上しております。

取締役、監査役及び執行役員の退任時の退職
慰労金の支払に備えるため、会社規程に基づ
く当連結会計年度末要支給額を計上しており
ます。

連結子会社㈱小倉伊勢丹、㈱岩田屋、㈱バー
ニーズジャパン及び㈱クイーンズ伊勢丹で採
用し、販売促進を目的とするポイントカード
制度による将来のお買物券発行等の費用発生
に備えるため、ポイント残高に対して、過去
のお買物券発行実績率等に基づき、将来のお
買物券発行見込額等を計上しております。

取締役に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、支給見込額に基づき当連結会計年度に
見合う額を計上しております。
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　(5) 重要なリース取引の処理方法 　(5) 重要なリース取引の処理方法
同左

　(6) 重要なヘッジ会計の方法 　(6) 重要なヘッジ会計の方法
　①　ヘッジ会計の方法 　①　ヘッジ会計の方法

同左

　②　ヘッジ手段とヘッジ対象 　②　ヘッジ手段とヘッジ対象
　　　ヘッジ手段 　　　ヘッジ手段

同左

　　　ヘッジ対象 　　　ヘッジ対象
同左

　③　ヘッジ方針 　③　ヘッジ方針
同左

　④　ヘッジ有効性評価の方法 　④　ヘッジ有効性評価の方法
同左

　(7) その他連結財務諸表作成のための基本となる 　(7) その他連結財務諸表作成のための基本となる
　　　重要な事項 　　　重要な事項
　消費税等の会計処理 　消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
同左

６　連結調整勘定の償却に関する事項 ６　連結調整勘定の償却に関する事項

７　のれん及び負ののれんの償却に関する事項 ７　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

８　利益処分項目等の取扱いに関する事項 ８　利益処分項目等の取扱いに関する事項

９　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の ９　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の
　　範囲 　　範囲

同左

  至 平成18年３月31日)   至 平成19年３月31日)

前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日

リース物件の所有権が借主に移転すると認め
られるもの以外のファイナンス・リース取引
については、主として通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理によっております。

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、
為替予約が付されている外貨建金銭債権債務
等について振当処理を、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
例処理を採用しております。

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方
式によっております。

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面
時価評価法を採用しております。

為替予約取引、為替変動・金利
変動リスクを回避するためのス
ワップ取引及びオプション取引
外貨建営業債務、借入金及び社
債の支払金利

当社グループの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
ることとしております。

ヘッジ手段及びヘッジ対象について、連結会計
年度末(中間連結会計期間末を含む)に個別取引
毎のヘッジ効果を検証しておりますが、ヘッジ
対象の資産または負債とヘッジ手段について元
本、利率、期間等の重要な条件が同一の場合に
は、本検証を省略することとしております。

連結剰余金計算書は当連結会計年度において確定し
た利益処分または損失処理に基づいて作成しており
ます。

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金
及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能
な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変
動について僅少なリスクしか負わない取得日から
３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっ
ております。

連結調整勘定は、重要なものを除き発生年度に一括
償却しております。
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（会計処理の変更）

(会計処理の変更)
１　役員賞与に関する会計基準

２　貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

３　ストック・オプション等に関する会計基準等

(計上区分の変更) (計上区分の変更)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日

  至 平成19年３月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日

  至 平成18年３月31日)

従来、営業外収益に計上しておりました業務提携や
業務支援等に伴う収入が、百貨店事業の拡大戦略へ
の取組みに伴い拡大してきたことから、これらの実
態を営業活動として適正に表示するため、当連結会
計年度より売上高として計上することに変更しまし
た。また、これらに対応する費用についても従来営
業外費用として計上しておりましたが、費用収益の
対応を適正に行うため、当連結会計年度より販売費
及び一般管理費に計上することとしました。
これらの変更により、損益に与える影響は軽微であ
ります。
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に
記載しております。

当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」
（企業会計基準委員会  平成17年11月29日  企業会計
基準第４号）を適用しております。これにより、営業
利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞ
れ103百万円減少しております。
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記
載しております。

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の
表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平
成17年12月９日  企業会計基準第５号）及び「貸借
対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適
用指針」（企業会計基準委員会  平成17年12月９日
企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま
す。従来の「資本の部」の合計に相当する金額は
198,481百万円であります。なお、連結財務諸表規則
の改正により、当連結会計年度における連結財務諸
表は、改正後の連結財務諸表規則により作成してお
ります。

当連結会計年度より、「ストック・オプション等に
関する会計基準」（企業会計基準委員会  平成17年
12月27日 企業会計基準第８号）及び「ストック・オ
プション等に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準委員会 最終改正平成18年５月31日 企業会計
基準適用指針第11号）を適用しております。これに
より、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純
利益は、それぞれ318百万円減少しております。
なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記
載しております。

従来、提携百貨店からのシステム利用料収入は、シ
ステムの共同利用を前提とした経費負担分として、
販売費及び一般管理費より控除して計上してまいり
ましたが、当連結会計年度より売上高として計上す
る方法に変更しました。これは、伊勢丹グループ10
年ビジョンにおいて、システム統合を中心とした提
携強化を戦略課題と定め、提携百貨店等から得るシ
ステム利用料収入を営業活動の成果として位置づけ
たことに伴い、変更するものであります。この変更
により売上高は718百万円増加しておりますが、営業
利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与え
る影響はございません。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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（表示方法の変更）

(連結貸借対照表関係)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

  至 平成18年３月31日)   至 平成19年３月31日)

前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日

「借地権」は、資産総額の100分の５以下となったた
め、当連結会計年度より、「無形固定資産」に含め
て表示することに変更しました。

前連結会計年度において、「投資活動によるキャッ
シュ・フロー」の「その他の投資に係る支出」に含
めていた「差入敷金保証金の差入による支出」（前
連結会計年度△1,951百万円）及び「その他の投資の
回収に係る収入」に含めていた「差入敷金保証金の
回収による収入」（前連結会計年度4,631百万円）は
重要性が増したため、当連結会計年度から区分掲記
することとしました。

前連結会計年度において、「財務活動によるキャッ
シュ・フロー」の「その他」に含めていた「自己株
式の取得による支出」（前連結会計年度△19百万
円）は重要性が増したため、当連結会計年度から区
分掲記することとしました。
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注記事項
（連結貸借対照表関係）

※１ 非連結子会社及び関連会社に関する主な項目 ※１ 非連結子会社及び関連会社に関する主な項目
投資有価証券(株式) 6,239 百万円 投資有価証券(株式) 7,175 百万円

２ 偶発債務 ２ 偶発債務
従業員の住宅購入資金の借入等に対して債務保証を 従業員の住宅購入資金の借入等に対して債務保証を
行っております。 1,591 百万円 行っております。 1,165 百万円

※３ ※３

※４ ※４

※５ 貸出コミットメント ※５ 貸出コミットメント
(1) 貸手側 (1) 貸手側

キャッシング及びカードローン キャッシング及びカードローン
与信限度額の総額 145,660 百万円 与信限度額の総額 164,616 百万円
実行残高 12,587 実行残高 13,934
差引額 133,073 百万円 差引額 150,681 百万円
(2) 借手側 (2) 借手側

特定融資枠契約の総額 25,000 百万円 特定融資枠契約の総額 25,000 百万円
借入実行残高 － 借入実行残高 －
差引額 25,000 百万円 差引額 25,000 百万円

前連結会計年度

（平成18年３月31日）

当連結会計年度

（平成19年３月31日）

当社の発行済株式総数は、普通株式224,360千株で
あります。

連結会社が保有する当社の自己株式の数は、普通株
式73千株であります。

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀
行６行と貸出コミットメント契約を締結しておりま
す。
当連結会計年度末における貸出コミットメントに係
る借入未実行残高等は次のとおりであります。

当社の発行済株式総数は、普通株式225,179千株で
あります。

連結会社が保有する当社の自己株式の数は、普通株
式5,080千株であります。

連結子会社㈱伊勢丹アイカード及び㈱井筒屋ウィズ
カードにおいては、クレジットカード業務に附帯す
るキャッシング及びカードローン業務を行っており
ます。当該業務における未実行残高は次のとおりで
あります。

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀
行６行と貸出コミットメント契約を締結しておりま
す。
当連結会計年度末における貸出コミットメントに係
る借入未実行残高等は次のとおりであります。

連結子会社㈱伊勢丹アイカード及び㈱井筒屋ウィズ
カードにおいては、クレジットカード業務に附帯す
るキャッシング及びカードローン業務を行っており
ます。当該業務における未実行残高は次のとおりで
あります。
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（連結損益計算書関係）

※１

※２

※３

※４

※５ ※５

減損損失 減損損失
(百万円) (百万円)

(株)静岡伊勢丹 (株)伊勢丹
（東京都立川市）

(株)伊勢丹 建物
(東京都世田谷区） 土地

その他
建物

その他 土地
その他

※減損損失の内訳
(株)伊勢丹
 その他

※減損損失の内訳
(株)静岡伊勢丹
(株)伊勢丹

 その他

場所

857

種類

店舗等

社員寮

342

前連結会計年度 当連結会計年度

種類場所 用途

（自 平成18年４月１日

   至 平成19年３月31日）   至 平成18年３月31日）

（自 平成17年４月１日

用途

店舗等 3,194建物

建物店舗等 31その他

（静岡県静岡市葵
区等）

店舗等
建物
土地

2,237

当社が社有土地及び建物等を売却したものであり
ます。

当社及び連結子会社が社有土地及び建物等を売却し
たものであります。

当連結会計年度において、当社及び連結子会社は、
以下の資産グループについて減損損失を計上しまし
た。

当社及び連結子会社は、キャッシュ・フローを生
み出す最小単位として、主として店舗を基本単位
としてグルーピングしております。また、売却決
定済資産については、個々の物件単位でグルーピ
ングしております。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、時価の大幅
な下落が見込まれる資産グループ及び売却決定済
資産である社員寮の帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、固定資産減損損失(3,437百万円)として計
上しました。

2,237(内、建物 1,675、土地 562)百万円

857(内、建物 146、土地 680、
    その他 30)百万円
342(内、建物 198、土地 111、
    その他 32)百万円

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おり、重要性の高い資産グ
ループの測定については、不動産鑑定評価基準に
基づいた不動産鑑定士からの評価額を基準として
おります。また、売却決定済資産については、売
買契約書に基づいた売却価額を基準としておりま
す。

当連結会計年度において、当社及び連結子会社は、
以下の資産グループについて減損損失を計上しまし
た。

当社及び連結子会社は、キャッシュ・フローを生
み出す最小単位として、主として店舗を基本単位
としてグルーピングしております。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
プの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、固定資
産減損損失(3,226百万円)として計上しました。

3,194(内、建物 3,194)百万円

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おり、重要性の高い資産グ
ループの測定については、不動産鑑定評価基準に
基づいた不動産鑑定士からの評価額を基準として
おります。

31(内、建物 31)百万円

連結子会社が計上した過年度未回収商品券受入益で
あります。

紳士服・婦人服の専門店であるバーニーズニュー
ヨークを事業展開している㈱バーニーズジャパンを
譲渡したことに伴う関係会社株式売却益182百万円
及び固定資産等売却益677百万円であります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自 平成18年４月１日  至 平成19年３月31日）

１.発行済株式に関する事項
（単位：株）

（注）増加は、新株引受権及び新株予約権の権利行使による新株の発行によるものです。

２.自己株式に関する事項
（単位：株）

（注）増加の内訳は、次のとおりであります。
平成18年8月25日開催の取締役会決議に基づく市場取引による増加　　　　　5,000,000株
単元未満株式の買取りによる増加　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,758株

３.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

４.配当に関する事項

(1)配当金の支払額

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

株式の種類
前連結会計

年度末
増加 減少

株式の種類

普通株式

前連結会計
年度末

224,360,003

普通株式 73,584 5,080,342

平成18年３月31日

－

基準日
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当金
（円）

効力発生日

新株予約権の目的となる株式の数（株）

利益剰余金

当連結会計
年度末

平成18年６月30日

5,006,758

平成19年6月29日

基準日

平成19年3月31日

１株当たり
配当金
（円）

9.00

平成18年12月５日

平成19年６月28日
定時株主総会

株式の種類

普通株式

当連結会計
年度末

増加 減少

819,100 － 225,179,103

配当の原資 効力発生日

平成18年11月９日
取締役会

株式の種類

普通株式

平成18年６月29日
定時株主総会

普通株式

決議

決議

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類

5.00

 配当金の総額
（百万円）

平成18年９月30日

1,980

9.00

1,097

2,018

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

合計

－

－

区分

提出会社
（親会社）

ストック・オプ
ションとしての

新株予約権

新株予約権の内
訳

－

－

－

－

318

318

－

－ －

－
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１

現金及び預金勘定 百万円 現金及び預金勘定 百万円
預入期間が３ヶ月を超える 預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 定期預金
現金及び現金同等物の期末残高 百万円 現金及び現金同等物の期末残高 百万円36,342

   至 平成18年３月31日）    至 平成19年３月31日）
※１

37,161

△ 819

33,672

△ 648

33,023

前連結会計年度 当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日

　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
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成17年４月１日　　至 平成18年３月31日)

  クレジット 小売･専門店 消去

・金融業 ･レストラン業 又は全社

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

Ｉ 売上高及び営業利益

　　売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 683,832 8,112 62,756 5,336 760,038 － 760,038

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高

計 683,938 13,609 74,765 36,070 808,384 (48,346) 760,038

営業費用 659,605 9,793 73,415 35,850 778,665 (48,688) 729,976

営業利益 24,332 3,815 1,350 219 29,718 342 30,061

Ⅱ 資産、減価償却費、

減損損失及び資本的支出

資産 443,645 69,030 19,636 41,015 573,328 (79,774) 493,553

減価償却費 9,654 161 1,060 28 10,904 (10) 10,894

減損損失 3,289 － 148 － 3,437 － 3,437

資本的支出 12,863 283 572 213 13,933 (404) 13,529

当連結会計年度(自　平成18年４月１日　　至 平成19年３月31日)

  クレジット 小売･ 消去

・金融業 専門店業 又は全社

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

Ｉ 売上高及び営業利益

　　売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 714,683 8,406 51,737 6,970 781,798 － 781,798

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高

計 715,562 14,168 61,730 40,152 831,613 (49,814) 781,798

営業費用 689,006 10,019 60,518 39,734 799,278 (49,731) 749,546

営業利益 26,556 4,148 1,211 418 32,335 (82) 32,252

Ⅱ 資産、減価償却費、

減損損失及び資本的支出

資産 425,173 69,710 14,740 43,988 553,613 (78,718) 474,895

減価償却費 10,024 188 812 25 11,050 (1) 11,049

減損損失 3,225 － 1 － 3,226 － 3,226

資本的支出 15,782 138 1,343 43 17,308 (484) 16,824
(注)１　事業の区分は、事業領域別区分によっております。

２
３

    ①

    ②

    ③

百貨店業 その他事業 計 連結

百貨店業 その他事業 計 連結

49,814 (49,814) －878 5,761 9,992 33,181

48,346 (48,346) －106 5,496 12,009 30,733

「その他事業」の内容については｢企業集団の状況｣に記載しております。
会計処理基準等の変更
(前連結会計年度)
(会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度より計上区分の変更をしております。
この変更により、百貨店業について、損益に与える影響は軽微であります。
(当連結会計年度)

(会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計
基準委員会   平成17年11月29日  企業会計基準第４号）を適用しております。
この変更に伴い、従来の方法に比較して、当連結会計年度の営業費用が、百貨店業について93百万
円、小売・専門店業について9百万円それぞれ増加し、営業利益が同額減少しております。

(会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度より計上区分の変更をしております。
この変更により、百貨店業について、売上高が718百万円増加し、営業費用が同額増加しておりま
す。

(会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関する会計
基準」（企業会計基準委員会  平成17年12月27日 企業会計基準第８号）及び「ストック・オプ
ション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成18年５月31日 企業会
計基準適用指針第11号）を適用しております。
この変更に伴い、従来の方法に比較して、百貨店業について、当連結会計年度の営業費用は318百
万円増加し、営業利益が同額減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成17年４月１日　　至 平成18年３月31日)

  日本 その他 計 消去又は全社 連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

Ｉ 売上高及び営業利益          
(1) 外部顧客に対する売上高 703,677 56,360 760,038 － 760,038

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高

計 704,168 56,437 760,605 (567) 760,038

営業費用 677,055 53,501 730,557 (580) 729,976

営業利益 27,112 2,935 30,048 12 30,061

Ⅱ 資産 464,046 31,805 495,852 (2,298) 493,553

 
当連結会計年度(自　平成18年４月１日　　至 平成19年３月31日)

  日本 その他 計 消去又は全社 連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

Ｉ 売上高及び営業利益

(1) 外部顧客に対する売上高 718,356 63,442 781,798 － 781,798

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高

計 719,011 63,531 782,542 (744) 781,798

営業費用 689,498 60,859 750,357 (811) 749,546

営業利益 29,513 2,671 32,185 67 32,252

Ⅱ 資産 440,386 37,270 477,656 (2,761) 474,895
(注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域
　　その他……中国、シンガポール、タイ、マレーシア
３

    ①

    ②

    ③

【海外売上高】

（開示の省略）

－

655 88 744 (744) －

490 77 567 (567)

前連結会計年度(自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日)及び当連結会計年度(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)
海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

会計処理基準等の変更
(前連結会計年度)
(会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度より計上区分の変更をしております。
この変更により、日本について、損益に与える影響は軽微であります。
(当連結会計年度)

　リース取引関係、関連当事者との取引、税効果会計関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給
付関係、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。

(会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会
計基準委員会  平成17年11月29日  企業会計基準第４号）を適用しております。
この変更に伴い、従来の方法に比較して、日本について、当連結会計年度の営業費用は103百万
円増加し、営業利益が同額減少しております。

(会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度より計上区分の変更をしております。
この変更により、日本について、売上高が718百万円増加し、営業費用が同額増加しておりま
す。

(会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関する会
計基準」（企業会計基準委員会  平成17年12月27日 企業会計基準第８号）及び「ストック・オ
プション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成18年５月31日 企
業会計基準適用指針第11号）を適用しております。
この変更に伴い、従来の方法に比較して、日本について、当連結会計年度の営業費用は318百万
円増加し、営業利益が同額減少しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり純資産額 867.91円 １株当たり純資産額 901.87円

１株当たり当期純利益金額 83.23円 １株当たり当期純利益金額 82.43円

潜在株式調整後 潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額 82.71円 １株当たり当期純利益金額 82.02円
(注)

前連結会計年度 当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 (自 平成18年４月１日

  至 平成18年３月31日)   至 平成19年３月31日)

当期純利益(百万円) 18,710 18,291

普通株主に帰属しない金額(百万円) 128 －

(うち利益処分による役員賞与金(百万円)) (128) －

18,581 18,291

普通株式の期中平均株式数(千株) 223,260 221,898

普通株式増加数(千株) 1,411 1,104

(うち新株予約権(千株)) (1,411) (1,104)

１株当たり当期純利益金額

普通株式に係る当期純利益(百万円)

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日

  至 平成19年３月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日

  至 平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。
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５.個別財務諸表

（１）貸借対照表

区分 金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 17,330 11,119

２ 受取手形 448 447

３ 売掛金 33,969 34,720

４ 商品 19,035 20,147

５ 貯蔵品 70 99

６ 前渡金 57 200

７ 前払費用 1,185 1,179

８ 繰延税金資産 4,230 3,676

９ 関係会社短期貸付金 18,002 15,609

10 その他 8,110 8,842

貸倒引当金 △ 790 △ 3,000

流動資産合計 101,651 28.8 93,043 27.9 △ 8,608

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

(1) 建物 152,733 152,610

減価償却累計額 △ 86,771 65,962 △ 87,518 65,091

(2) 構築物 975 1,137

減価償却累計額 △ 712 262 △ 716 420

(3) 車両及び運搬具 55 40

減価償却累計額 △ 51 3 △ 38 2

(4) 器具及び備品 17,604 17,716

減価償却累計額 △ 12,443 5,160 △ 12,113 5,603

(5) 土地 38,771 38,347

(6) 建設仮勘定 940 226

   有形固定資産合計 111,100 31.5 109,692 32.9 △ 1,408

２ 無形固定資産

(1) 借地権 953 953

(2) 商標権 0 0

(3) ソフトウェア 4,690 5,475

(4) 電話加入権 24 24

(5) その他 7 4

   無形固定資産合計 5,676 1.6 6,458 2.0 782

比較増減
当事業年度

（平成19年３月31日）
前事業年度

（平成18年３月31日）
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区分 金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額
(百万円)

比較増減
当事業年度

（平成19年３月31日）
前事業年度

（平成18年３月31日）

３ 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 51,129 45,261

(2) 関係会社株式 15,563 14,965

(3) 出資金 7 7

(4) 関係会社出資金 308 601

(5) 長期貸付金 10 8

(6) 従業員長期貸付金 32 22

(7) 長期前払費用 3,733 3,981

(8) 前払年金費用 4,224 6,674

(9) 投資不動産 28,657 29,048

減価償却累計額 △ 5,331 23,326 △ 5,205 23,843

(10) 差入敷金保証金 33,796 28,492

(11) その他 2,514 211

貸倒引当金 △ 20 △ 10

   投資その他の資産合計 134,628 38.1 124,060 37.2 △ 10,568

固定資産合計 251,405 71.2 240,211 72.1 △ 11,194

資産合計 353,057 100.0 333,255 100.0 △ 19,802

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

１ 買掛金 39,596 40,041

２ １年内償還予定社債 15,000 20,000

３ 短期借入金 6,300 5,300

４ 関係会社短期借入金 27,722 31,044

５ 未払金 7,451 7,196

６ 未払費用 14,447 14,422

７ 未払法人税等 7,427 7,219

８ 前受金 183 62

９ 商品券 13,184 13,214

10 預り金 931 1,860

11 前受収益 257 279

12 役員賞与引当金 － 93

13 その他 502 310

流動負債合計 133,005 37.7 141,045 42.3 8,039
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区分 金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額
(百万円)

比較増減
当事業年度

（平成19年３月31日）
前事業年度

（平成18年３月31日）

Ⅱ 固定負債

１ 社債 30,000 10,000

２ 繰延税金負債 7,894 4,898

３ 退職給付引当金 18,373 17,092

４ 役員退職慰労金引当金 588 628

５ 債務保証損失引当金 1,745 710

６ その他 1,591 2,120

固定負債合計 60,192 17.0 35,449 10.7 △ 24,743

負債合計 193,198 54.7 176,494 53.0 △ 16,703

（資本の部）

Ⅰ 資本金 36,122 10.2 － － －

Ⅱ 資本剰余金

１ 資本準備金 42,703 －

資本剰余金合計 42,703 12.1 － － －

Ⅲ 利益剰余金

１ 利益準備金 5,057 －

２ 任意積立金

(1) 圧縮積立金 2,909 －

(2) 圧縮特別勘定積立金 3,223 －

(3) 別途積立金 15,696 －

３ 当期未処分利益 38,015 －

利益剰余金合計 64,902 18.4 － － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金 16,222 4.6 － － －

Ⅴ 自己株式 △ 91 △ 0.0 － － －

資本合計 159,858 45.3 － － －

負債及び資本合計 353,057 100.0 － － －
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区分 金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額
(百万円)

比較増減
当事業年度

（平成19年３月31日）
前事業年度

（平成18年３月31日）

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 － 36,600

２ 資本剰余金

(1) 資本準備金 － 43,180

資本剰余金合計 － 43,180

３ 利益剰余金

(1) 利益準備金 － 5,057

(2) その他利益剰余金

圧縮積立金 － 8,384

別途積立金 － 15,696

繰越利益剰余金 － 44,908

利益剰余金合計 － 74,046

４ 自己株式 － △ 9,598

株主資本合計 － － 144,229 43.3 －

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券評価差額金 － 12,192

２ 繰延ヘッジ損益 － 19

評価・換算差額等合計 － － 12,212 3.6 －

Ⅲ 新株予約権 － － 318 0.1 －

純資産合計 － － 156,760 47.0 －

負債及び純資産合計 － － 333,255 100.0 －
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（２）損益計算書

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額
(百万円)

Ⅰ 売上高 444,263 100.0 454,951 100.0 10,688

Ⅱ 売上原価

１ 商品期首たな卸高 18,078 19,035 956

２ 当期商品仕入高 321,355 329,450 8,095

　合計 339,434 348,486 9,052

３ 商品期末たな卸高 19,035 320,398 72.1 20,147 328,339 72.2 1,111

売上総利益 123,865 27.9 126,612 27.8 2,747

Ⅲ その他の営業収入 1,657 0.4 5,073 1.1 3,415

営業総利益 125,523 28.3 131,685 28.9 6,162

Ⅳ 販売費及び一般管理費

１ 宣伝費 7,202 7,595

２ 役員報酬 442 635

３ 給料手当 27,438 27,189

４ 賞与金 8,837 8,470

５ 役員賞与引当金繰入額 － 93

６ 福利費 5,260 5,467

７ 退職給付費用 602 2

８ 役員退職慰労金引当金
繰入額

119 112

９ 減価償却費 5,793 6,565

10 修理費 5,516 5,850

11 外部委託作業費 14,659 17,958

12 地代家賃 7,983 8,015

13 手数料 7,844 8,260

14 その他 13,803 105,504 23.8 13,643 109,861 24.1 4,357

営業利益 20,019 4.5 21,823 4.8 1,804

Ⅴ 営業外収益

１ 受取利息 394 461

２ 受取配当金 862 1,285

３ 受入家賃 2,491 3,734

４ 固定資産受贈益 1,358 852

５ 未回収商品券受入益 1,056 1,071

６ その他 1,702 7,865 1.8 1,029 8,434 1.8 569

前事業年度
(自 平成17年４月１日

  至 平成18年３月31日)
比較増減

当事業年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)
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区分 金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額
(百万円)

前事業年度
(自 平成17年４月１日

  至 平成18年３月31日)
比較増減

当事業年度
(自 平成18年４月１日
  至 平成19年３月31日)

Ⅵ 営業外費用

１ 支払利息 254 339

２ 社債利息 730 692

３ 支払家賃 1,130 859

４ 固定資産除却損 1,718 2,155

５ 時効商品券回収損 652 681

６ 投資不動産償却 － 1,366

７ その他 1,768 6,254 1.4 1,330 7,426 1.6 1,171

経常利益 21,629 4.9 22,832 5.0 1,202

Ⅶ 特別利益

１ 固定資産売却益 8,578 －

２ 投資有価証券売却益 441 －

３ 関係会社株式売却益 913 64

４ 関係会社貸倒引当金
戻入益

35 30

５ 関係会社事業売却益 － 9,968 2.2 1,319 1,414 0.3 △ 8,554

Ⅷ 特別損失

１ 固定資産売却損 83 －

２ 固定資産減損損失 857 3,194

３ 関係会社株式評価損 3,103 －

４ 関係会社出資金評価損 － 159

５ 関係会社貸倒引当金
繰入額

62 1,213

６ 債務保証損失引当金
繰入額

1,745 5,852 1.3 － 4,566 1.0 △ 1,286

税引前当期純利益 25,745 5.8 19,679 4.3 △ 6,065

法人税、住民税
及び事業税

8,930 7,200

法人税等調整額 3,668 12,598 2.8 96 7,296 1.6 △ 5,302

当期純利益 13,147 3.0 12,383 2.7 △ 763
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（３）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

区分 金額(百万円)

Ⅰ 当期未処分利益 38,015

Ⅱ 任意積立金取崩額

１ 圧縮積立金取崩額 306

２ 圧縮特別勘定積立金取崩額 3,223 3,530

合計 41,545

Ⅲ 利益処分額

１ 配当金 2,018

２ 取締役賞与金 123

３ 任意積立金

(1)　圧縮積立金 5,846

(2)　圧縮特別勘定積立金 1,363 9,351

Ⅳ 次期繰越利益 32,194

(注)日付は株主総会承認年月日であります。

前事業年度

（平成18年６月29日）
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株主資本等変動計算書

当事業年度　（自　平成18年４月１日　至　平成19年3月31日）

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金

圧縮
積立金

圧縮
特別勘定
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

36,122 42,703 42,703 5,057 2,909 3,223 15,696 38,015 64,902 △ 91 143,636

当事業年度中の変動額     

新株の発行 478 477 477        955

圧縮積立金の積立     6,287   △ 6,287 －  －

圧縮積立金の取崩     △ 813   813 －  －

圧縮特別勘定積立金の積立      1,363  △ 1,363 －  －

圧縮特別勘定積立金の取崩      △ 4,586  4,586 －  －

剰余金の配当 （注１）        △ 3,116 △ 3,116  △ 3,116

役員賞与　（注２）        △ 123 △ 123  △ 123

当期純利益        12,383 12,383  12,383

自己株式の取得          △ 9,506 △ 9,506

株主資本以外の項目の
当事業年度中の変動額（純額）

           

478 477 477 － 5,474 △ 3,223 － 6,892 9,143 △ 9,506 592

36,600 43,180 43,180 5,057 8,384 － 15,696 44,908 74,046 △ 9,598 144,229

16,222 － 16,222 － 159,858

当事業年度中の変動額     

新株の発行     955

圧縮積立金の積立     －

圧縮積立金の取崩     －

圧縮特別勘定積立金の積立     －

圧縮特別勘定積立金の取崩     －

剰余金の配当 （注１）     △ 3,116

役員賞与　（注２）     △ 123

当期純利益     12,383

自己株式の取得     △ 9,506

株主資本以外の項目の
当事業年度中の変動額（純額）

△ 4,029 19 △ 4,009 318 △ 3,691

△ 4,029 19 △ 4,009 318 △ 3,098

12,192 19 12,212 318 156,760

（注）１．平成18年６月の定時株主総会における利益処分による配当2,018百万円及び平成18年11月の取締役会決議に基づく配当1,097百万円であります。

　　　２．平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

株主資本

資本金

評価・
換算差額
等合計

評価・換算差額等

純資産
合計

その他
有価証券
評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

利益
剰余金
合計

自己株式
株主資本
合計

平成19年3月31日残高（百万円）

当事業年度中の変動額合計 (百万円)

当事業年度中の変動額合計 (百万円)

新株
予約権

平成18年３月31日残高（百万円）

平成19年3月31日残高（百万円）

平成18年３月31日残高（百万円）
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平成１９年６月２８日付け

（１）重任取締役候補

取締役
大川 惠之輔 （おおかわ けいのすけ　現　取締役専務執行役員

　　　　総務部担当 兼 海外統括部担当・国内関係会社統括部長
　　　　・国内関係会社統括部企画・管理担当長）

取締役　※１
谷野 剛 （やの たけし　現　取締役

　　　　株式会社三菱総合研究所 代表取締役会長）

（２）新任取締役候補

取締役
髙田 信哉 （たかだ しんや　現　専務執行役員

　　　　経営企画部長 兼 経理部担当）

（３）退任予定取締役

なし

（４）新任監査役候補

監査役　※２
飯島 澄雄 （いいじま すみお　

　　　　弁護士　東京虎ノ門法律事務所
　　　　株式会社TKC　社外監査役・北川工業株式会社　社外監査役
　　　　株式会社商船三井　社外監査役・中央大学法科大学院講師）

（５）退任予定監査役

監査役
川浪 惠太郎 （かわなみ けいたろう　現　監査役

　　　　エム・ユー・トラスト総合管理株式会社　代表取締役社長）

※１は社外取締役の候補であります。
※２は社外監査役の候補であります。

役員の異動

－ 41 －




