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                                     （百万円未満切捨） 
１．19 年８月中間期の連結業績（平成 19 年３月１日～平成 19 年８月 31 日） 
（1）連結経営成績                       （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 144,781 △8.2 1,546 △21.5 1,467 △28.7 △129 －

18年８月中間期 157,726 0.3 1,968 △40.7 2,057 △41.3 2,253 －

19年２月期 324,564 0.4 5,138 △23.6 5,477 △18.5 3,939 43.6
 

 
1 株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 1株当

たり中間（当期）純利益

 円 銭       円 銭 

19年８月中間期 △0.49 － 

18年８月中間期 8.58 － 

19年２月期 14.99 － 
（参考）持分法投資損益 19 年８月中間期  △107 百万円  18 年８月中間期  34 百万円  19 年２月期  208 百万円 

 
 
（2）連結財政状態           

 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 

   百万円  百万円  ％       円 銭 

19年８月中間期 161,981 18,441 11.3 69.85 

18年８月中間期 161,292 18,266 11.3 69.43 

19年２月期 152,513 19,896 13.0 75.51 
（参考）自己資本 19 年８月中間期 18,354 百万円  18 年８月中間期 18,244 百万円  19 年２月期 19,843 百万円 
 
（3）連結キャッシュ・フローの状況   

 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金  

同等物期末残高 

   百万円   百万円   百万円   百万円 

19年８月中間期 741 △14,665 13,081 7,125 

18年８月中間期 △2,070 17,959 △15,190 7,958 

19年２月期 △5,130 23,095 △17,328 7,897 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 
 円 銭 円 銭 円 銭 
平成 19 年２月期 － 4.00 4.00 
平成 20 年２月期 －  
平成 20年２月期（予想）  4.00 

4.00 

 
３．20 年２月期の連結業績予想（平成 19 年３月 1日～平成 20 年２月 29 日） （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％       円 銭

通  期 299,000 △7.9 3,800 △26.0 4,000 △27.0 1,400 △64.5 5.33 
 
 

－ 1 － 
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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）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 有 
② ①以外の変更        有 
（注）詳細は、17 ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」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８月中間期 265,042,800 株 18 年８月中間期 265,042,800 株 19 年２月期 265,042,800 株 
②期末自己株式数         19 年８月中間期 2,273,217 株 18 年８月中間期 2,263,619 株 19 年２月期 2,268,208 株 
（注）1 株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、23 ページ

「１株当たり情報」をご覧ください。 
 
 

（参考）個別業績の概要 
 
１．19 年８月中間期の個別業績（平成 19 年３月 1日～平成 19 年８月 31 日） 
（1）個別経営成績                       （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 131,567 △7.9 1,263 △36.9 1,292 △41.1 281 △88.9

18年８月中間期 142,857 △4.0 2,004 △25.7 2,192 △19.5 2,530 －

19年２月期 296,309 △1.5 4,702 △19.6 5,037 △12.4 2,683 158.2
 

 
1 株当たり中間 

（当期）純利益 

 円 銭 

19年８月中間期 1.07 

18年８月中間期 9.63 

19年２月期 10.21 
 
（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 

19 年８月中間期 147,283 19,785 13.4 75.29 

18 年８月中間期 142,693 20,865 14.6 79.39 

19 年２月期 138,352 20,935 15.1 79.66 
（参考）自己資本 19 年８月中間期 19,785 百万円  18 年８月中間期 20,865 百万円  19 年２月期 20,935 百万円 

 
２．20 年２月期の個別業績予想（平成 19 年３月 1日～平成 20 年２月 29 日） （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
1 株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％       円 銭

通  期 271,000 △8.5 3,200 △31.9 3,000 △40.4 1,100 △59.0 4.19 

 

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業
績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

なお、上記業績予想に関する事項については、添付資料の４ページをご参照ください。 
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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 

当中間連結会計期間のわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加が続くなど、

緩やかな景気回復基調をたどりました。一方、個人消費は雇用情勢の改善による持ち直しの動き

があるものの力強さを欠いたものとなりました。百貨店業界におきましては、他業態との競合激

化や天候不順の影響もあり、全国百貨店売上高が一部の月を除き前年実績を下回るなど、依然と

して厳しい環境が続きました。 

このような状況のもと、当社グループは、営業力強化をはじめとする諸施策を実施し、業績向

上に懸命の努力を傾けてまいりました。 

しかしながら、当中間連結会計期間の業績は売上高１４４，７８１百万円（前年同期比８．２％

減）、営業利益１，５４６百万円(前年同期比２１．５％減)、経常利益１，４６７百万円(前年同

期比２８．７％減)、中間純損失は１２９百万円(前年同期は２，２５３百万円の中間純利益)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、まず、商圏内の競合商業施設との差別化を図るため、奈良店が入

居する「ならファミリー」の専門店部分を新たに借り増し、婦人服売場の拡大を柱とする改装

を実施いたしました。生駒店においては婦人服・婦人洋品売場および食料品売場の改装を、上

本町店においては集客力を強化すべく催事場を拡大するとともに子供服売場の改装を実施い

たしました。また、開業 70 周年を迎えた阿倍野店においては、記念事業として有名老舗店創

業当時の味を再現した限定商品の販売や「ターシャ・テューダーの世界展」など話題性のある

イベントを実施し、集客力の強化に努めました。 

次に、経営資源を大阪・奈良地区に集中させることとし、上本町店の土地建物および生駒店

の土地建物一部を取得いたしました。この結果、賃借料が減少し収益構造の強化を図ることが

できました。また、当社およびグループ百貨店３社のＰＯＳ（販売時点情報管理）用コンピュ

ータを統合・一括更新することにより、処理能力の向上を図るとともに、統合したコンピュー

タシステムを利用して当社グループにおける友の会お買い物券のカード化を進めるなど、横断

的な取り組みを可能とする基盤を構築いたしました。 

以上のような諸施策を講じましたが、当中間連結会計期間の売上高は、１３１，８００百万

円（前年同期比７．９％減）、営業利益は１，０４５百万円（前年同期比３０．４％減）とな

りました。 

＜卸・小売業＞ 

卸・小売業におきましては、当中間連結会計期間の売上高は４，８９５百万円（前年同期比

１５．１％減）、営業利益は８７百万円（前年同期は３０百万円の営業損失）となりました。 

＜その他事業＞ 

その他事業におきましては、売上高は８，０８５百万円（前年同期比８．７％減）、営業利

益は２８６百万円（前年同期比２９．７％減）となりました。 
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（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当中間連結会計期間末における総資産は、たな卸資産や受取手形及び売掛金の減少により流動

資産が減少いたしましたが、固定資産において、当社上本町店の土地建物および生駒店の土地建

物一部を取得したことなどにより、前連結会計年度末に比べて９，４６８百万円増加し、    

１６１，９８１百万円となりました。 

負債につきましては、短期借入金や長期借入金の増加に加え、商品券等の未回収分について、

一定期間経過後利益に計上したものに対する将来の引換時に発生する損失に備えるため、商品券

等引換損失引当金を計上したことなどにより、前連結会計年度末に比べて１０，９２３百万円増

加し、１４３，５４０百万円となりました。 

純資産合計は、主に利益剰余金が減少した影響により、前連結会計年度末に比べて１，４５４

百万円減少し、１８，４４１百万円となりました。この結果、自己資本比率は１１．３％となり、

１株当たり純資産は、６９円８５銭となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 

７７２百万円減少し、７，１２５百万円となりました。 

「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利益」が３４１百万円（前

年同期比９３．２％減）となり、年金資産の外部拠出による「退職給付引当金の減少額」      

△１，５８７百万円や「仕入債務の減少額」△１，６７９百万円があったものの、「商品券等引

換損失引当金の増加額」１，５６５百万円、「売上債権の減少額」９２０百万円、「たな卸資産の

減少額」８７９百万円等により、前年同期に比べ２，８１２百万円増加し、７４１百万円の収入

となりました。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、当社が上本町店の土地建物および生駒店の土地建

物一部を取得したことやその他改装に伴う「有形固定資産の取得による支出」△１６，９０７百

万円等により、前年同期に比べ３２，６２４百万円減少し、１４，６６５百万円の支出となりま

した。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、固定資産の取得に伴う借入金の増加等により、前

年同期に比べ２８，２７１百万円増加し、１３，０８１百万円の収入となりました。 

 

③通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、景気は回復基調を持続するものと思われますが、税金・社会保

険料負担の増加や原油価格の動向など不安材料もあり、依然として楽観できない経営環境が続く

ものと予想されます。また、百貨店業界において各社の経営統合発表が相次ぐ中、大阪地区につ

きましては同業他社の出店や増床が計画されており、これらが完成する平成 23 年に向けて地域

間競争は一層の激しさを増すものと認識しております。 

当社グループといたしましては、このような大競争時代を勝ち抜くため、引き続き営業力強化

に取り組むとともに、新たな拡大戦略を策定し営業基盤の拡充に努めてまいります。 

まず、この９月に奈良店において改装を実施し「グッチ」の導入や化粧品売場の再構築を行い

ましたが、今後も特選ブランドを導入するなど百貨店らしい高級感あふれる店づくりを推進して

まいります。また、上本町店においては１階を増床するとともに婦人洋品売場を中心とする改装

を行い、平成 22 年予定の新歌舞伎座移転に伴う上本町ターミナル周辺の商業環境の変化を見据

えた売場構築に取り組んでまいります。さらに、阿倍野店においては引き続き開業 70 周年記念

事業として「美空ひばり展」、「昭和回顧博」など話題性のあるイベントを順次実施してまいりま

す。 

次に、当社グループ 大の収益基盤である阿倍野店につきましては、平成 26 年完成予定の阿
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部野橋ターミナルビル旧館部分の建替えにより、国内 大規模の営業面積を擁する 新の都心複

合型百貨店とする計画であり、従来の百貨店にない商品やサービス施設の提供を目指してまいり

ますが、それに先立ち周辺地域の一層の活性化を図るべく平成 20 年には阿倍野店南側用地に新

商業施設を開業する予定であります。 

このほか、金融商品取引法施行に伴う財務報告の適正性を確保するための体制を構築すべく、

平成 20 年予定の当社グループ会計システム全面更新に向けて全力を傾けるとともに、社内規則

等の整備や主要業務のプロセスを文書化するなどの施策を推進してまいります。 

このような事業活動の推進により、平成 20 年２月期の見通しといたしましては、連結売上高

は２９９，０００百万円（前連結会計年度比７．９％減）、営業利益３，８００百万円（前連結

会計年度比２６．０％減）、経常利益４，０００百万円（前連結会計年度比２７．０％減）、当期

純利益１，４００百万円（前連結会計年度比６４．５％減）を見込んでおります。 

 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営上の 重要政策として位置づけており、将来の事業展開

に備えた財務体質の強化を図る一方、業績や経済情勢などを総合的に勘案し、継続的に配当を実

施することとしております。 

内部留保資金の使途については、一層の財務体質の強化と設備投資等に活用する所存でありま

す。 

なお、当期の期末配当金につきましては、１株当たり４円とさせていただく予定としておりま

す。 
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２．企 業 集 団 の 状 況 
当社の企業集団は、当社、子会社 11 社、関連会社４社で構成され、百貨店業を核として、卸・小

売業などの事業活動を展開しております。 

当社の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。 

 

 

（親会社）   その他事業  

近畿日本鉄道㈱   （連結子会社）  

   ＜製造･卸売業＞  

   ㈱ボナビ  

          営業用施設の賃貸 商品の供給    

   ＜内装業＞  

百貨店業 内装工事の請負  ㈱近創インテリア  

     

（連結財務諸表提出会社）   ＜運送業＞  

物流業務の委託  近畿配送サービス㈱  ㈱近鉄百貨店 
    

（連結子会社） 品質検査の委託  ＜品質検査業＞  

㈱近鉄友の会   ㈱くらし科学研究所  

（関連会社・持分法適用） 店舗・建物管理    

㈱中部近鉄百貨店 の委託  ＜建物管理業＞  

㈱近鉄松下百貨店   ミディ総合管理㈱  

     

労働者の派遣  ＜労働者派遣業＞  
商品の供給 

        ㈱Ｋサポート  

     

卸・小売業   （関連会社・持分法非適用）  

（連結子会社）   ＜不動産管理業＞  

㈱ビッグウィル   生駒都市開発㈱  

㈱ジャパン・シーフーズ     

㈱シュテルン箕面   （非連結子会社・持分法非適用）  

（関連会社・持分法適用）   ＜不動産業＞  

㈱近商ストア   丸物不動産㈱  
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３．経 営 方 針 
（１）経営の基本方針 

近鉄百貨店グループは、常に小売業の原点であるお客様第一の精神に徹し、よりよい生活の提案

者となることを経営の基本としております。 

お客様の生活のさまざまな場面で、より素敵な暮らしづくりを応援するため、幅広い品揃えとき

め細かなサービスの提供を通じてお客様に満足を感じていただける『高質・好感百貨店』を目指し

ております。 

 

（２）中長期的な会社の経営戦略 

近鉄百貨店グループを取り巻く経営環境は厳しさを増すものと予想されますので、経営資源の選

択と集中の観点から一層の収益基盤強化を図る所存であります。 

このため、将来の成長に向けた経営基盤を盤石のものとすべく、百貨店事業において増収を図る

ため積極的な投資を行う一方、業務の効率化を推進することで大幅な経費削減を図るなど、次の３

つの柱を基本方針として抜本的な改革を推進しております。 

①百貨店事業における営業力の強化 

当社は、事業の選択と集中の観点から、収益体質の一層の強化を図るため、京都店を平成

19 年２月 28 日をもって閉鎖しました。今後は、激化する大阪地区の競合を勝ち抜くため、阿

倍野店の主力商圏である南大阪地域および３店舗を展開する奈良地域を重点地域とし、両地

域の基幹店舗に経営資源を傾注し、特に、阿倍野店のある阿倍野・天王寺地区の商業基盤の

充実に努めてまいります。 

また、販売力、商品力を強化するため、販売員に対する教育および指導を徹底し販売技術

の向上を図るとともに、全社共通商品の仕入れ強化、自主編集売場の拡大、取引条件の改善

等に精力的に取り組み、併せて集客力の強化に取り組むことにより、営業力の強化を図って

まいります。 

②業務効率化および経費削減によるローコスト経営 

業務の外部委託の推進、後方業務の改革の推進、ＩＴ化の推進など、業務および経費の抜

本的な見直しにより、ローコスト経営を推進してまいります。 

③グループ経営力の強化 

グループ各社の役割を見直し、事業の選択と集中の観点から各社の存続意義について再検

討を行うとともに、市場競争力がある会社および今後の成長が期待できる会社については、

積極的な事業展開を行ってまいります。 

このほか、昨年５月には会社法施行を受け、業務の適正を確保するために必要な体制を決定しま

したが、金融商品取引法施行に伴う財務報告の適正性を確保するための体制整備に関しましても、

当社グループ会計システムの全面更新に向けた取組みをはじめ、法令等の遵守および業務の適正な

遂行に万全を期しております。 

 

 
 

－  － 7



 

 

 
                                    ㈱近鉄百貨店（8244）平成 20 年２月期中間決算短信

 

４．中 間 連 結 財 務 諸 表 
（１）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前中間連結会計期間末 

（平成18年８月31日現在）

当中間連結会計期間末 

（平成19年８月31日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年２月28日現在）

期  別 
 
 
 
科  目 金  額 構 成 比 金  額 構 成 比 金  額 構 成 比

（資 産 の 部） ％ ％  ％

Ⅰ 流動資産 51,478 31.9 45,795 28.3 47,098 30.9

 現金及び預金 8,349 7,496  8,269 

 受取手形及び売掛金 15,391 15,138  15,919 

 有価証券 3 9  － 

 たな卸資産 16,055 15,541  16,458 

 繰延税金資産 765 1,059  686 

 その他 11,112 6,744  5,978 

 貸倒引当金 △200 △195  △213 

    

Ⅱ 固定資産 109,814 68.1 116,186 71.7 105,414 69.1

 有形固定資産 61,749 38.3 76,373 47.1 61,456 40.3

 建物及び構築物 36,507 38,743  36,499 

 機械装置及び運搬具 488 430  410 

 器具及び備品 3,328 3,047  3,097 

 土地 21,425 34,150  21,448 

 無形固定資産 736 0.5 1,089 0.7 796 0.5

 投資その他の資産 47,328 29.3 38,723 23.9 43,161 28.3

 投資有価証券 10,384 9,446  10,406 

 長期貸付金 513 486  501 

 保証金及び敷金 30,918 25,546  28,581 

 繰延税金資産 4,088 1,920  2,329 

 その他 3,476 3,452  3,491 

 貸倒引当金 △2,053 △2,128  △2,148 

 資 産 合 計 161,292 100.0 161,981 100.0 152,513 100.0
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 （単位：百万円）

前中間連結会計期間末

（平成18年８月31日現在）

当中間連結会計期間末 

（平成19年８月31日現在） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成19年２月28日現在）

期  別 
 
 
 
科  目 金  額 構 成 比 金  額 構 成 比 金  額 構 成 比

（負 債 の 部） ％ ％  ％

Ⅰ 流動負債 107,225 66.5 109,777 67.8 103,122 67.6

 支払手形及び買掛金 27,025 24,918  26,599 

 短期借入金 21,240 30,528  22,344 

 未払法人税等 1,513 274  168 

 商品券 13,510 13,289  13,106 

 預り金 36,167 32,302  32,639 

 賞与引当金 622 663  703 

 商品券等引換損失引当金 － 1,565  － 

 その他 7,146 6,235  7,560 

    

Ⅱ 固定負債 35,800 22.2 33,763 20.8 29,494 19.4

 長期借入金 17,483 20,192  14,242 

 繰延税金負債 82 82  82 

 退職給付引当金 14,526 10,206  11,793 

 その他 3,707 3,281  3,375 

 負 債 合 計 143,025 88.7 143,540 88.6 132,617 87.0

   

（純 資 産 の 部）   

Ⅰ 株主資本 16,908 10.5 17,512 10.8 18,592 12.2

 資本金 13,252 13,252  13,252 

 資本剰余金 273 273  273 

 利益剰余金 3,610 4,217  5,296 

 自己株式 △228 △230  △229 

Ⅱ 評価・換算差額等 1,336 0.8 841 0.5 1,250 0.8

 その他有価証券評価差額金 1,336 841  1,250 

Ⅲ 少数株主持分 21 0.0 86 0.1 52 0.0

 純 資 産 合 計 18,266 11.3 18,441 11.4 19,896 13.0

 負債及び純資産合計 161,292 100.0 161,981 100.0 152,513 100.0
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（２）中間連結損益計算書 

  （単位：百万円）

前中間連結会計期間 

自 平成18年３月１日

至 平成18年８月31日

当中間連結会計期間 

自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

自 平成18年３月１日

至 平成19年２月28日

期  別 

 

科  目 

金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 百分比

  ％ ％ ％

Ⅰ 売上高 157,726 100.0 144,781 100.0 324,564 100.0

Ⅱ 売上原価 118,913 75.4 109,122 75.4 244,545 75.3

 売上総利益 38,812 24.6 35,659 24.6 80,018 24.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 36,844 23.4 34,113 23.5 74,880 23.1

  営業利益 1,968 1.2 1,546 1.1 5,138 1.6

Ⅳ 営業外収益 807 0.5 1,097 0.7 1,762 0.5

 受取利息 21  26  48  

 受取配当金 37  51  51  

 施設賃貸料 174  171  350  

 未請求債務整理益 226  527  427  

 持分法による投資利益 34  －  208  

 その他 312  320  676  

Ⅴ 営業外費用 718 0.4 1,175 0.8 1,423 0.4

 支払利息 375  447  700  

 固定資産除却損 67  85  140  

 商品券等引換損失引当金繰入額 －  317  －  

 持分法による投資損失 －  107  －  

 その他 274  218  583  

  経常利益 2,057 1.3 1,467 1.0 5,477 1.7

Ⅵ 特別利益 4,977 3.2 560 0.4 4,977 1.5

 投資有価証券売却益 －  560  －  

 固定資産売却益 4,977  －  4,977  

Ⅶ 特別損失 2,032 1.3 1,686 1.2 2,549 0.8

 商品券等引換損失引当金繰入額 －  1,565  －  

 固定資産除却損 320  121  371  

 貸倒引当金繰入額 1,500  －  1,500  

 関係会社株式評価損 125  －  125  

 投資有価証券売却損 87  －  87  

 店舗閉鎖損失 －  －  465  

 税金等調整前中間（当期）純利益 5,002 3.2 341 0.2 7,904 2.4

 法人税、住民税及び事業税 1,371 0.9 133 0.1 661 0.2

 法人税等調整額 1,335 0.8 303 0.2 3,231 1.0

 少数株主利益 41 0.0 34 0.0 72 0.0

 中間（当期）純利益又は中間純損失（△） 2,253 1.4 △129 △0.1 3,939 1.2
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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 18 年３月１日 至平成 18 年８月 31 日）        (単位：百万円) 

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

Ⅰ 平成 18 年２月 28 日残高 13,252 273 2,020 △227 15,318

Ⅱ 中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注） △657  △657

役員賞与（注） △6  △6

中間純利益 2,253  2,253

自己株式の取得 △0 △0

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 － － 1,590 △0 1,590

Ⅲ 平成 18 年８月 31 日残高 13,252 273 3,610 △228 16,908
 
                           (単位：百万円) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金
少数株主持分 純資産合計

Ⅰ 平成 18 年２月 28 日残高 1,844 △19 17,143

Ⅱ 中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注） △657

役員賞与（注） △6

中間純利益 2,253

自己株式の取得 △0

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） 

△508 41 △467

  中間連結会計期間中の変動額合計 △508 41 1,122

Ⅲ 平成 18 年８月 31 日残高 1,336 21 18,266

（注）平成 18 年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
 
当中間連結会計期間（自平成 19 年３月１日 至平成 19 年８月 31 日）        (単位：百万円) 

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

Ⅰ 平成 19 年２月 28 日残高 13,252 273 5,296 △229 18,592

Ⅱ 中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当 △1,051  △1,051

中間純損失 △129  △129

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 0 0 0

連結子会社増加に伴 
う増加額 102  102

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 － 0 △1,078 △1 △1,080

Ⅲ 平成 19 年８月 31 日残高 13,252 273 4,217 △230 17,512
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                           (単位：百万円) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金
少数株主持分 純資産合計

Ⅰ 平成 19 年２月 28 日残高 1,250 52 19,896

Ⅱ 中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当 △1,051

中間純損失 △129

自己株式の取得 △1

自己株式の処分 0

連結子会社増加に伴う 
増加額 102

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） 

△408 33 △374

  中間連結会計期間中の変動額合計 △408 33 △1,454

Ⅲ 平成 19 年８月 31 日残高 841 86 18,441

 
前連結会計年度（自平成 18 年３月１日 至平成 19 年２月 28 日）        (単位：百万円) 

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

Ⅰ 平成 18 年２月 28 日残高 13,252 273 2,020 △227 15,318

Ⅱ 当連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当（注） △657  △657

役員賞与（注） △6  △6

当期純利益 3,939  3,939

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の 
当連結会計年度中の 
変動額（純額） 

 

  当連結会計年度中の変動額合計 － － 3,276 △1 3,274

Ⅲ 平成 19 年２月 28 日残高 13,252 273 5,296 △229 18,592

 
                           (単位：百万円) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金
少数株主持分 純資産合計

Ⅰ 平成 18 年２月 28 日残高 1,844 △19 17,143

Ⅱ 当連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当（注） △657

役員賞与（注） △6

当期純利益 3,939

自己株式の取得 △1

株主資本以外の項目の 
当連結会計年度中の 
変動額（純額） 

△594 72 △521

  当連結会計年度中の変動額合計 △594 72 2,752

Ⅲ 平成 19 年２月 28 日残高 1,250 52 19,896
 

（注）平成 18 年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書  
（単位：百万円）

期  別 

 

科  目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

当中間連結会計期間  

自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日 

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18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間（当期）純利益 5,002 341 7,904 

 減価償却費 1,818 1,894 3,709 

 貸倒引当金の増減額 1,583 △38 1,691 

 賞与引当金の減少額 △173 △54 △92 

 退職給付引当金の減少額 △2,755 △1,587 △5,487 

 商品券等引換損失引当金の増加額 － 1,565 － 

 受取利息及び受取配当金 △59 △77 △99 

 支払利息 375 447 700 

 持分法による投資損益 △34 107 △208 

 固定資産売却益 △4,977 － △4,977 

 固定資産除却損 388 207 512 

 関係会社株式評価損 125 － 125 

 投資有価証券売却益 － △560 － 

 投資有価証券売却損 87 － 87 

 売上債権の増減額 △1,263 920 △1,846 

 たな卸資産の増減額 234 879 △115 

 仕入債務の増減額 1,458 △1,679 1,035 

 その他流動資産の増減額 △646 523 △341 

 その他流動負債の減少額 △634 △1,579 △4,066 

 その他固定負債の減少額 △28 △11 △21 

 役員賞与の支払額 △6 － △6 

 その他営業活動によるキャッシュ・フロー  60 △112 △74 

 小     計 555 1,185 △1,570 

 利息及び配当金の受取額 59 77 98 

 利息の支払額 △404 △390 △733 

 法人税等の支払額 △2,281 △131 △2,925 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △2,070 741 △5,130 
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期  別 

 

科  目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日 

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18年３月１日 

至 平成19年２月28日 

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 △2,391 △371 △2,681 

 定期預金の払戻による収入 391 371 701 

 有形固定資産の取得による支出 △2,417 △16,907 △4,305 

 有形固定資産の売却による収入 21,761 3 21,832 

 無形固定資産の取得による支出 △31 △364 △146 

 無形固定資産の売却による収入 0 － 0 

 投資有価証券の取得による支出 △1 △18 △4 

 投資有価証券の売却による収入 261 722 315 

 短期貸付金の貸付による支出 △35,116 △17,802 △71,121 

 短期貸付金の回収による収入 35,792 16,773 76,735 

 保証金及び敷金の差入による支出 △5 △20 △386 

 保証金及び敷金の返還による収入 193 3,055 2,573 

 預り保証金の返還による支出 △547 △104 △534 

 預り保証金の受入による収入 39 12 74 

 その他投資活動によるキャッシュ・フロー  30 △13 43 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 17,959 △14,665 23,095 

     

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 △7,718 6,854 △7,113 

 長期借入れによる収入 50 15,200 1,450 

 長期借入金の返済による支出 △6,864 △7,921 △11,006 

 自己株式の取得による支出 △0 △1 △1 

 配当金の支払額 △657 △1,051 △657 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △15,190 13,081 △17,328 

     

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 697 △842 637 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 7,260 7,897 7,260 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物増加高  － 70 － 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 7,958 7,125 7,897 
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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 

１．連結の範囲に関する事項 

子会社 11 社のうち 10 社を連結の範囲に含め、１社を連結の範囲から除外しております。非

連結子会社は、売上高、総資産、中間純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見

合う額）等の観点からみていずれも小規模であり、全体としても中間連結財務諸表に重要な影

響を及ぼさないものであります。 

［連結子会社名］ 

㈱近鉄友の会、㈱ビッグウィル、㈱シュテルン箕面、㈱ジャパン・シーフーズ、㈱ボナビ、

㈱近創インテリア、近畿配送サービス㈱、㈱くらし科学研究所、ミディ総合管理㈱、㈱Ｋサ

ポート 

［非連結子会社名］（持分法非適用） 

丸物不動産㈱ 

連結範囲の異動状況 

（新規）㈱Ｋサポート 

なお、㈱Ｋサポートは、重要性が増したため、当中間連結会計期間から連結の範囲に

含めております。 

２．持分法の適用に関する事項 

関連会社４社のうち、３社に対する投資について持分法を適用しております。持分法を適用

していない会社（非連結子会社１社および関連会社のうち１社）は、中間純損益および利益剰

余金等の観点からみて、いずれも小規模であり、全体としても中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼさないものであります。 

［持分法適用関連会社名］ 

㈱中部近鉄百貨店、㈱近鉄松下百貨店、㈱近商ストア 

［持分法非適用関連会社名］ 

生駒都市開発㈱ 
 

３．連結子会社の中間決算日に関する事項 

連結子会社のうち㈱シュテルン箕面の中間決算日は、６月末日、他の連結子会社の中間決算

日は当社と同じく８月末日であります。 

中間連結財務諸表の作成に当たっては、中間決算日現在の財務諸表を使用しております。た

だし、中間連結決算日までの期間に発生し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。 

４．会計処理基準に関する事項 

中間連結財務諸表の作成に当たり採用した会計処理は、次のとおりであります。 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券  

 満期保有目的債券 償却原価法（定額法） 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

 

 

時価のないもの 

 

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） 

移動平均法による原価法 

②たな卸資産 

商   品 主として売価還元法による原価法 

貯 蔵 品 主として移動平均法による原価法 

－  － 15
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（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 主として定額法 

②無形固定資産 定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に
おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ
ております。 

（3）重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 売上債権、貸付金など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り、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。 

②賞与引当金 従業員賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当中間
連結会計期間対応分を計上しております。 

③商品券等引換損失引当金 一定期間経過後に収益に計上した未引換の商品券等
について、将来の引換時に発生する損失に備えるた
め、過去の実績に基づく将来の引換見込額を計上して
おります。 

④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およ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おります。 
会計基準変更時差異については 15 年による按分額を
費用処理しております。 
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（14
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌連結会計年度から、費用処理しております。 
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（14 年）による定額法により、発
生年度から費用処理しております。 

（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
ております。 

（5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 金利スワップについては、特例処理の要件を満たして
おりますので特例処理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

（ヘッジ対象） 

 

金利スワップ 

借入金の利息 

③ヘッジ方針 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワ
ップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約
毎に行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップの想定元本、利息の受払条件（利子率、
利息の受払日等）および契約期間がほぼ同一であり、
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため
有効性の評価を省略しております。 

（6）消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 
 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

   中間連結キャッシュ・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

き出し可能な預金およ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ヵ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。 
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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の変更 
 
  （有形固定資産の減価償却の方法） 

当中間連結会計期間から、平成 19 年度の法人税法改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平
成 19 年３月 30 日 法律第６号）および（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成 19 年３月
30 日 政令第 83 号））に伴い、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おります。 
なお、この変更に伴う当中間連結会計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
 

  （商品券等引換損失引当金の計上） 
「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 平成 19 年４月 13 日 監査・保証実務委員会報告
第 42 号）が公表されたことに伴い、当中間連結会計期間から、一定期間経過後に収益に計上した
未引換の商品券等について、将来の引換時に発生する損失に備えるため、商品券等引換損失引当金
を計上しております。 
この変更により、当期首時点で計上すべき過年度の引当金繰入相当額 1,565 百万円を、特別損失

として計上しております。 
 

注 記 事 項 

  （中間連結貸借対照表関係） 

１．有形固定資産の減価償却累計額 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

５１，８９５百万円 ５３，８６２百万円 ５３，１０７百万円 

２．担保に供している資産 

 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

有 価 証 券 ３百万円 －百万円 －百万円 

商 品 ５５４百万円 ４２５百万円 ７２７百万円 

建 物 １４２百万円 １７７百万円 １８１百万円 

土 地 ２２８百万円 ２２８百万円 ２２８百万円 

投資有価証券 ２０百万円 －百万円 －百万円 

投資その他の資産「その他」 ２３２百万円 ２３２百万円 ２３２百万円 

合 計 １，１８１百万円 １，０６３百万円 １，３６９百万円 

３．供託資産 

以下の資産を、割賦販売法に基づいて供託しております。 

 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

投資有価証券 １，７８１百万円 １，８０８百万円 １，７９４百万円 

４．偶発債務 

関係会社等の金融機関よりの借入金等に対する債務保証予約等 

前中間連結会計期間末  当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

１，４４４百万円 １，３９６百万円 １，３２５百万円 
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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 18 年３月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

     １．発行済株式に関する事項  

株式の種類 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当連結中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

普通株式 265,042,800 － － 265,042,800

合計 265,042,800 － － 265,042,800
 

     ２．自己株式に関する事項  

株式の種類 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計期間 
増加株式数（株）

当連結会計期間 
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

普通株式 2,260,455 3,164 － 2,263,619

合計 2,260,455 3,164 － 2,263,619

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取 3,164 株による増加でありま
す。 

 
     ３．配当に関する事項 
（１）配当金支払額   

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当金（円）

基準日 効力発生日 

平成 18 年５月 25 日 
定時株主総会 

普通株式 657 2.50 平成 18年２月 28日 平成 18年５月 25日

 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるも
の 
該当事項はありません。 
 

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

     １．発行済株式に関する事項  

株式の種類 
前連結会計年度末
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） 

普通株式 265,042,800 － － 265,042,800

合計 265,042,800 － － 265,042,800
 

     ２．自己株式に関する事項  

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） 

普通株式 2,268,208 5,176 167 2,273,217

合計 2,268,208 5,176 167 2,273,217

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 5,176 株は、単元未満株式の買取による増加であり、
減少 167 株は、単元未満株式の売渡による減少であります。 

 

     ３．配当に関する事項 
（１）配当金支払額  

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当金（円）

基準日 効力発生日 

平成 19 年５月 24 日 
定時株主総会 

普通株式 1,051 4.00 平成 19年２月 28日 平成 19年５月 25日
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（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるも
の 
該当事項はありません。 

 

    前連結会計年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

     １．発行済株式に関する事項  

株式の種類 
前連結会計年度末
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） 

普通株式 265,042,800 － － 265,042,800

合計 265,042,800 － － 265,042,800

 

     ２．自己株式に関する事項  

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） 

普通株式 2,260,455 7,753 － 2,268,208

合計 2,260,455 7,753 － 2,268,208

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取 7,753 株による増加でありま
す。 

 

     ３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額  

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成 18年５月 25日 
定時株主総会 

普通株式 657 2.50 平成 18年２月 28日 平成 18 年５月 25 日

  

（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 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成 19年５月 24日 
定時株主総会 

普通株式 1,051 利益剰余金 4.00 平成 19 年２月 28 日 平成 19年５月 25日

 

  （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  現金及び現金同等物の中間期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 平成 18 年８月 31 日現在 平成 19 年８月 31 日現在  平成 19 年２月 28 日現在

現金及び預金勘定 ８，３４９百万円 ７，４９６百万円  ８，２６９百万円

預入期間が３ヵ月を 

超える定期預金 
△３９１百万円 △３７１百万円  △３７１百万円

現金及び現金同等物 ７，９５８百万円 ７，１２５百万円  ７，８９７百万円
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   （セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（平成 18 年３月 1日～平成 18 年８月 31 日） （単位：百万円） 

  百貨店業 
卸・ 

小売業 
その他
事 業 

計 
消 去 

又は全社 
連 結 

 売上高及び営業損益    

 売上高    

(1) 外部顧客に対する売上高 143,104 5,763 8,858 157,726 － 157,726 

(2) 
セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

80 3,187 5,260 8,528 (8,528) － 

 計 143,184 8,951 14,118 166,255 (8,528) 157,726 

 営業費用 141,681 8,981 13,711 164,375 (8,617) 155,758 

 営業利益又は営業損失（△） 1,502 △30 407 1,879 88 1,968 

  

当中間連結会計期間（平成 19 年３月 1日～平成 19 年８月 31 日） （単位：百万円） 

  百貨店業 
卸・ 

小売業 
その他
事 業 

計 
消 去 

又は全社 
連 結 

 売上高及び営業損益    

 売上高    

(1) 外部顧客に対する売上高 131,800 4,895 8,085 144,781 － 144,781 

(2) 
セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

65 3,056 5,516 8,638 (8,638) － 

 計 131,866 7,952 13,601 153,420 (8,638) 144,781 

 営業費用 130,821 7,864 13,315 152,001 (8,765) 143,235 

 営業利益 1,045 87 286 1,419 127 1,546 

  

前連結会計年度（平成 18 年３月 1日～平成 19 年２月 28 日） （単位：百万円） 

  百貨店業 
卸・ 

小売業 
その他
事 業 

計 
消 去 

又は全社 
連 結 

 売上高及び営業損益    

 売上高    

(1) 外部顧客に対する売上高 297,058 11,033 16,472 324,564 － 324,564 

(2) 
セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

149 6,444 10,739 17,333 (17,333) － 

 計 297,208 17,477 27,212 341,898 (17,333) 324,564 

 営業費用 293,051 17,391 26,579 337,023 (17,596) 319,426 

 営業利益 4,156 86 632 4,875 263 5,138 

（注）１．事業区分の方法：当社の事業区分は事業内容を勘案して決定しております。 
２．前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度における営業費用のうち、

消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 
 
２．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成 18 年３月１日 至平成 18 年８月 31 日）、当中間連結会計期間（自
平成 19 年３月１日 至平成 19 年８月 31 日）および前連結会計年度（自平成 18 年３月１日 至平
成 19 年２月 28 日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および重要な在外支店
がないため、該当事項はありません。 

 
３．海外売上高 

前中間連結会計期間（自平成 18 年３月１日 至平成 18 年８月 31 日）、当中間連結会計期間（自
平成 19 年３月１日 至平成 19 年８月 31 日）および前連結会計年度（自平成 18 年３月１日 至平
成 19 年２月 28 日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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  （有価証券関係） 
 

     前中間連結会計期間末 （平成 18 年８月 31 日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの  （単位：百万円）

 中間連結貸借対照表計上額 時     価 差     額 

国債・地方債 1,808 1,799 △9 

合 計 1,808 1,799 △9 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの  （単位：百万円）

 取 得 原 価 中間連結貸借対照表計上額 差     額 

(1)株式 3,538 5,735 2,197 
(2)債券 － － － 
(3)その他 21 41 20 

合 計 3,559 5,777 2,217 

 

３.時価評価されていない主な有価証券 （単位：百万円）

 中間連結貸借対照表計上額 

(1)満期保有目的の債券  
非上場外国債 299 

(2)子会社株式及び関連会社株式  
子会社株式及び関連会社株式 1,989 

(3)その他有価証券  
非上場株式 513 
  

 
 
     当中間連結会計期間末 （平成 19 年８月 31 日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの  （単位：百万円）

 中間連結貸借対照表計上額 時     価 差     額 

国債・地方債 1,808 1,819 10 

合 計 1,808 1,819 10 

 

２．その他有価証券で時価のあるもの  （単位：百万円）

 取 得 原 価 中間連結貸借対照表計上額 差     額 

(1)株式 3,542 4,951 1,409 
(2)債券 3 3 △0 
(3)その他 21 52 30 

合 計 3,567 5,007 1,440 

 

３.時価評価されていない主な有価証券 （単位：百万円）

 中間連結貸借対照表計上額 

(1)満期保有目的の債券  
非上場外国債 299 

(2)子会社株式及び関連会社株式  
子会社株式及び関連会社株式 1,981 

(3)その他有価証券  
非上場株式 359 
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     前連結会計年度末 （平成 19 年２月 28 日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの  （単位：百万円）

 種 類 
連結貸借対照表  

計上額 
時 価 差 額 

(1)国債・地方債 － － － 
(2)社債 － － － 
(3)その他 － － － 

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの 

小 計 － － － 
(1)国債・地方債 1,798 1,796 △1 
(2)社債 － － － 
(3)その他 299 285 △14 

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの 

小 計 2,098 2,082 △16 
 合 計 2,098 2,082 △16 
 
２．その他有価証券で時価のあるもの  （単位：百万円）

 種 類 取 得 原 価 
連結貸借対照表  

計上額 
差     額 

(1)株式 2,983 5,093 2,109 
(2)債券 － － － 

(3)その他 21 48 27 
時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの 

小 計 3,005 5,142 2,136 
(1)株式 556 498 △57 
(2)債券 － － － 
(3)その他 － － － 

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの 

小 計 556 498 △57 

 合 計 3,561 5,640 2,079 
 
３.時価評価されていない主な有価証券 （単位：百万円）

 連結貸借対照表計上額 

(1)子会社株式及び関連会社株式  
子会社株式及び関連会社株式 2,162 

(2)その他有価証券  
非上場株式 504 
  

 

   （リース取引関係）  
中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

 

   （デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自平成 18 年３月１日 至平成 18 年８月 31 日）、当中間連結会計期間（自

平成 19 年３月１日 至平成 19 年８月 31 日）および前連結会計年度（自平成 18 年３月１日 至平

成 19 年２月 28 日）において、当社グループが利用しているデリバティブ取引については、すべて

ヘッジ会計が適用されているため記載しておりません。 

 

  （ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自平成 18 年３月１日 至平成 18 年８月 31 日）、当中間連結会計期間（自

平成 19 年３月１日 至平成 19 年８月 31 日）および前連結会計年度（自平成 18 年３月１日 至平

成 19 年２月 28 日）において、該当事項はありません。 
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 （１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

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

前連結会計年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 
１株当たり純資産額 69円43銭

１株当たり中間純利益 ８円58銭
  
 なお、潜在株式調整後１株当た
り中間純利益金額については、潜
在株式が存在していないため記
載していません。 

 
１株当たり純資産額 69円85銭

１株当たり中間純損失 ０円49銭
 
 なお、潜在株式調整後１株当た
り中間純利益金額については、１
株当たり中間純損失であり、また
潜在株式が存在していないため
記載していません。

 
１株当たり純資産額 75円51銭

１株当たり当期純利益 14円99銭
 
 なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額については、潜
在株式が存在していないため記
載していません。 

 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎 

 前中間連結会計期間 
（自 平成 18 年３月１日 
至 平成 18 年８月 31日）

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

前連結会計年度 
（自 平成 18 年３月１日 
至 平成 19 年 2月 28日）

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）（百万円） 2,253 △129 3,939

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又は中間純損失（△）（百万円） 2,253 △129 3,939

期中平均株式数（千株） 262,781 262,771 262,779
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  （重要な後発事象） 
 前中間連結会計期間（自 平成 18 年３月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 
  該当事項はありません。 
 
 
 当中間連結会計期間（自 平成 19 年３月１日 至 平成 19 年８月 31 日） 
  該当事項はありません。 
 
 
 前連結会計年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

当社は、近畿日本鉄道株式会社が所有する上本町ターミナルビルにおいて、上本町店を営業しており
ますが、その土地および建物（店舗部分）を、平成 19 年３月１日に同社から取得いたしました。 

 
１．取得の理由 当社の重要な営業拠点である同店において、大規模改装等の長期的視点に立った投

資戦略を行えるようにするため。 

   

２．取得資産 大阪市天王寺区上本町６丁目１番１および１番５ 

  土地： ８，６５３．１９ ㎡ （注１） 

  建物： ６６，８６９．０８ ㎡ （注２） 

      （注１）公簿面積２３，３８７㎡のうち、持分 100 分の 37 

      （注２）一棟面積７０，１８１．０５㎡から鉄道部分３，３１１．９７㎡
を除く区分所有建物 

   

３．取得価額 １２，０００ 百万円 

    

４．資金の借入 当該物件の取得資金として同額の銀行借入を下記のとおり実行いたしました。 

（１） 借入先： 三菱東京ＵＦＪ銀行、りそな銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行他 

（２） 利 率： １．０００％～２．１２３％ 

（３） 実施時期： 平成 19 年３月１日～平成 19 年３月 30 日 

 

（４） 返済期限： 平成 24 年３月 30 日（ 終） 
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５．個 別 中 間 財 務 諸 表 等 
（１）中間貸借対照表  

（単位：百万円）

前中間会計期間末 

（平成18年８月31日現在）

当中間会計期間末 

（平成19年８月31日現在）

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年２月28日現在）

期  別 
 
 
 
科  目 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

（資 産 の 部）  ％  ％  ％

Ⅰ 流動資産 38,767 27.2 38,140 25.9 40,162 29.0

 現金及び預金 6,041  6,144  7,034  

 受取手形 448  489  426  

 売掛金 12,125  11,659  12,556  

 有価証券 3  9  －  

 商品 13,817  13,541  13,927  

 貯蔵品 94  71  90  

 前払費用 1,019  1,018  776  

 短期貸付金 2,490  2,440  2,590  

 未収金 987  714  1,312  

 繰延税金資産 556  934  533  

 その他 1,383  1,299  1,126  

 貸倒引当金 △201  △182  △212  

        

Ⅱ 固定資産 103,925 72.8 109,143 74.1 98,189 71.0

 １．有形固定資産 58,370 40.9 73,074 49.6 58,138 42.0

 建物 15,168  17,378  15,261  

 設備 20,174  20,245  20,119  

 構築物 423  419  406  

 車輌及び運搬具 15  10  12  

 器具及び備品 3,083  2,773  2,793  

 土地 19,505  32,246  19,545  

 ２．無形固定資産 675 0.5 958 0.7 657 0.5

 借地権 387  387  387  

 商標権 5  1  3  

 ソフトウエア 181  470  166  

 電話加入権 97  97  97  

 施設利用権 3  2  2  

３．投資その他の資産 44,879 31.4 35,110 23.8 39,393 28.5

 投資有価証券 12,657  11,682  12,491  

 長期貸付金 825  798  813  

 保証金及び敷金 30,479  25,129  28,148  

 長期前払費用 69  48  54  

 繰延税金資産 3,244  1,057  1,485  

 その他 1,000  996  1,027  

 貸倒引当金 △2,346  △2,400  △2,424  

 投資評価引当金 △1,052  △2,203  △2,203  

 資 産 合 計 142,693 100.0 147,283 100.0 138,352 100.0

 － 25 － 
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 （単位：百万円）

前中間会計期間末 

（平成18年８月31日現在）

当中間会計期間末 

（平成19年８月31日現在）

前事業年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年２月28日現在）

期  別 
 
科  目 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

（負 債 の 部）  ％  ％  ％

Ⅰ 流動負債 86,852 60.9 94,704 64.3 88,766 64.2
 買掛金 24,516  23,076  24,894  
 短期借入金 15,282  25,500  17,046  
 未払金 3,975  3,852  3,963  
 未払法人税等 1,312  142  －  
 未払消費税等 735  235  1,032  
 未払費用 664  730  753  
 前受金 445  387  447  
 商品券 13,510  13,289  13,106  
 預り金 25,939  25,853  26,967  
 賞与引当金 439  467  524  
 商品券等引換損失引当金 －  1,140  －  
 その他 31  28  29  
        
Ⅱ 固定負債 34,974 24.5 32,794 22.3 28,649 20.7
 長期借入金 17,218  19,818  13,990  
 退職給付引当金 14,049  9,698  11,292  
 その他 3,706  3,277  3,367  

 負 債 合 計 121,827 85.4 127,498 86.6 117,416 84.9
  

（純 資 産 の 部）       
Ⅰ 株主資本 19,548 13.7 18,930 12.8 19,700 14.2
 資本金 13,252  13,252  13,252  
 資本剰余金 266  266  266  
  資本準備金 266  266  266  
  その他資本剰余金 －  0  －  
 利益剰余金 6,252  5,636  6,406  
  利益準備金 548  653  548  
  その他利益剰余金 5,704  4,982  5,857  
   固定資産圧縮積立金 －  1,251  －  
   固定資産圧縮特別勘定積立金 －  －  1,251  
   繰越利益剰余金 5,704  3,731  4,605  
 自己株式 △222  △224  △223  
Ⅱ 評価・換算差額等 1,317 0.9 855 0.6 1,234 0.9
 その他有価証券評価差額金 1,317  855  1,234  

 純 資 産 合 計 20,865 14.6 19,785 13.4 20,935 15.1
 負債及び純資産合計 142,693 100.0 147,283 100.0 138,352 100.0

 － 26 － 
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（２）中間損益計算書  
  （単位：百万円）

前中間会計期間 

自 平成18年３月１日

至 平成18年８月31日

当中間会計期間 

自 平成19年３月１日 

至 平成19年８月31日 

前事業年度の 
要約損益計算書 

自 平成18年３月１日

至 平成19年２月28日

期  別 

 

 

 

科  目 金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 百分比

   ％  ％  ％

Ⅰ 売上高 142,857 100.0 131,567 100.0 296,309 100.0

Ⅱ 売上原価 108,667 76.1 99,838 75.9 225,688 76.2

 売上総利益 34,189 23.9 31,729 24.1 70,620 23.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 32,185 22.5 30,465 23.1 65,918 22.2

 営業利益 2,004 1.4 1,263 1.0 4,702 1.6

Ⅳ 営業外収益 899 0.6 1,217 0.9 1,746 0.6

 受取利息及び配当金 75  96  122  

 その他 824  1,120  1,624  

Ⅴ 営業外費用 712 0.5 1,188 0.9 1,412 0.5

 支払利息 428  593  794  

 その他 283  594  617  

 経常利益 2,192 1.5 1,292 1.0 5,037 1.7

Ⅵ 特別利益 4,828 3.4 560 0.4 4,828 1.6

 投資有価証券売却益 －  560  －  

 固定資産売却益 4,828  －  4,828  

Ⅶ 特別損失 2,032 1.4 1,261 1.0 3,700 1.2

 商品券等引換損失引当金繰入額 －  1,140  －  

 固定資産除却損 320  121  371  

 貸倒引当金繰入額 1,500  －  1,500  

 関係会社株式評価損 125  －  125  

 投資有価証券売却損 87  －  87  

 投資評価引当金繰入額 －  －  1,151  

 店舗閉鎖損失 －  －  465  

 税引前中間（当期）純利益 4,988 3.5 591 0.4 6,165 2.1

 法人税、住民税及び事業税 1,175 0.8 22 0.0 361 0.1

 法人税等調整額 1,283 0.9 287 0.2 3,121 1.1

 中間（当期）純利益 2,530 1.8 281 0.2 2,683 0.9
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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 18 年３月１日 至平成 18 年８月 31 日）          (単位：百万円) 

株 主 資 本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金
資本準備金 利益準備金

繰越利益剰余金 
利益剰余金合計 

自己株式 株主資本合計

Ⅰ 平成 18 年２月 28 日残高 13,252 266 482 3,897 4,379 △221 17,676

Ⅱ 中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当（注） 66 △723 △657 △657

中間純利益 2,530 2,530 2,530

自己株式の取得   △0 △0

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 － － 66 1,806 1,872 △0 1,872

Ⅲ 平成 18 年８月 31 日残高 13,252 266 548 5,704 6,252 △222 19,548

 

 

                           (単位：百万円) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 
純資産合計 

Ⅰ 平成 18 年２月 28 日残高 1,812 19,489 

Ⅱ 中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注） △657 

中間純利益 2,530 

自己株式の取得 △0 

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額

（純額） 

△495 △495 

  中間会計期間中の変動額合計 △495 1,376 

Ⅲ 平成 18 年８月 31 日残高 1,317 20,865 

（注）平成 18 年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

当中間会計期間（自平成 19 年３月１日 至平成 19 年８月 31 日）          (単位：百万円) 

株 主 資 本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金 固定資産
圧縮積立金

固定資産圧縮 
特別勘定積立金 

繰越利益剰余金 

利益剰余金

合計 

Ⅰ 平成 19 年２月 28 日残高 13,252 266 － 266 548 － 1,251 4,605 6,406

Ⅱ 中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当  105  △1,156 △1,051

中間純利益   281 281

固定資産圧縮積立金の積立  1,251  △1,251 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩  △1,251 1,251 －

自己株式の取得   

自己株式の処分  0 0  

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 － － 0 0 105 1,251 △1,251 △874 △769

Ⅲ 平成 19 年８月 31 日残高 13,252 266 0 266 653 1,251 － 3,731 5,636
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                      (単位：百万円) 

株 主 資 本 評価・換算差額等 

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

純資産合計

Ⅰ 平成 19 年２月 28 日残高 △223 19,700 1,234 20,935

Ⅱ 中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当  △1,051 △1,051

中間純利益  281 281

固定資産圧縮積立金の積立  － －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩  － －

自己株式の取得 △1 △1 △1

自己株式の処分 0 0 0

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額（純額） 
 △379 △379

  中間会計期間中の変動額合計 △1 △770 △379 △1,149

Ⅲ 平成 19 年８月 31 日残高 △224 18,930 855 19,785

 

 

前事業年度（自平成 18 年３月１日 至平成 19 年２月 28 日）            (単位：百万円) 

株 主 資 本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資 本 金 
資本準備金 利益準備金 固定資産圧縮

特別勘定積立金
繰 越 
利益剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計

Ⅰ 平成 18 年２月 28 日残高 13,252 266 482 － 3,897 4,379 △221 17,676

Ⅱ 当事業年度中の変動額         

剰余金の配当（注）  66 △723 △657 △657

当期純利益  2,683 2,683 2,683

固 定 資 産 圧 縮 特 別 勘 定 積 立 金 の 積 立  1,251 △1,251 － －

自己株式の取得    △1 △1

株主資本以外の項目の 

当事業年度中の変動額 

（純額） 

   

  当事業年度中の変動額合計 － － 66 1,251 708 2,026 △1 2,024

Ⅲ 平成 19 年２月 28 日残高 13,252 266 548 1,251 4,605 6,406 △223 19,700

 

                 

評価・換算差額等 
その他有価証券
評価差額金 

純資産合計

Ⅰ 平成 18 年２月 28 日残高 1,812 19,489

Ⅱ 当事業年度中の変動額   

剰余金の配当（注） △657

当期純利益 2,683

固 定 資 産 圧 縮 特 別 勘 定 積 立 金 の 積 立 －

自己株式の取得 △1

株主資本以外の項目の 

当事業年度中の変動額 

（純額） 

△578 △578

  当事業年度中の変動額合計 △578 1,446

Ⅲ 平成 19 年２月 28 日残高 1,234 20,935

（注）平成 18 年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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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 
 

１．有価証券の評価基準及び評価方法  

 （１）満期保有目的の債券 償却原価法（定額法） 

 （２）子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 

 （３）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） 

 時価のないもの 移動平均法による原価法 

   

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法  

 商   品 売価還元法による原価法 

 貯 蔵 品 移動平均法による原価法 

   

３．固定資産の減価償却の方法  

 有形固定資産 定額法 

 無形固定資産 定額法 

  なお、自社利用のソフトウェアについては社内に
おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によ
っております。 

   

４．引当金の計上基準  

 貸倒引当金 売上債権、貸付金など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り、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。 

 投資評価引当金 取引所の相場のない株式を適正に評価するため、投
資先の資産状態等を勘案して特に計上を要すると認
められる金額を計上しております。 

 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち
当中間会計期間対応分を計上しております。 

 商品券等引換損失引当金 一定期間経過後に収益に計上した未引換の商品券等
について、将来の引換時に発生する損失に備えるた
め、過去の実績に基づく将来の引換見込額を計上し
ております。 

 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
ける退職給付債務およ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おります。 
会計基準変更時差異については15年による按分額を
費用処理しております。 
数理計算上の差異は、各事業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（14 年）
による定額法により、按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。 
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（14 年）による定額法により、
発生年度から費用処理しております。 

５．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
っております。 
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６．ヘッジ会計の方法  

 （１）ヘッジ会計の方法 金利スワップについては、特例処理の要件を満たし
ておりますので、特例処理を採用しております。 

 （２）ヘッジ手段とヘッジ対象  

      （ヘッジ手段） 金利スワップ 

      （ヘッジ対象） 借入金の利息 

 （３）ヘッジ方針 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワ
ップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契
約毎に行っております。 

 （４）ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップの想定元本、利息の受払条件（利子率、
利息の受払日等）および契約期間がほぼ同一であり、
金利スワップの特例処理の要件を満たしているた
め、有効性の評価を省略しております。 

   

７．消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 

 
 
 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  （有形固定資産の減価償却の方法） 
当中間会計期間から、平成 19 年度の法人税法改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成

19 年３月 30 日 法律第６号）および（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成 19 年３月 30
日 政令第 83 号））に伴い、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おります。 

なお、この変更に伴う当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。 
 

（商品券等引換損失引当金の計上） 
「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 平成 19 年４月 13 日 監査・保証実務委員会報告
第 42 号）が公表されたことに伴い、当中間会計期間から、一定期間経過後に収益に計上した未引
換の商品券等について、将来の引換時に発生する損失に備えるため、商品券等引換損失引当金を計
上しております。 
この変更により、当期首時点で計上すべき過年度の引当金繰入相当額１，１４０百万円を、特別

損失として計上しております。 
 
 
 

注 記 事 項 

  （中間貸借対照表関係） 

１．有形固定資産の減価償却累計額 

 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

 ４９，６６６百万円 ５１，６２８百万円 ５０，８８２百万円
 
２．担保に供している資産 

 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

有 価 証 券 ３百万円 －百万円 －百万円

投資有価証券 ２０百万円 －百万円 －百万円

合 計 ２３百万円 －百万円 －百万円
 
３．保証債務（保証予約を含む。） 

 前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

 ６，５５４百万円 ４，３５８百万円 ５，９９８百万円
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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 18 年３月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

     自己株式に関する事項  

株式の種類 
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 2,228,276 3,164 － 2,231,440

合計 2,228,276 3,164 － 2,231,440

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取 3,164 株による増加でありま
す。 

 

    当中間会計期間（自 平成 19 年３月１日 至 平成 19 年８月 31 日） 

     自己株式に関する事項  

株式の種類 
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 2,236,029 5,176 167 2,241,038

合計 2,236,029 5,176 167 2,241,038

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 5,176 株は、単元未満株式の買取による増加であり、
減少 167 株は、単元未満株式の売渡による減少であります。 

 

    前事業年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

     自己株式に関する事項  

株式の種類 
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 2,228,276 7,753 － 2,236,029

合計 2,228,276 7,753 － 2,236,029

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取 7,753 株による増加でありま
す。 

 
 

（有価証券関係） 

当中間会計期間末（平成 19 年８月 31 日現在）、前中間会計期間末（平成 18 年８月 31 日現在）およ

び前事業年度末（平成 19 年２月 28 日現在）のいずれにおいても、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。 
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  （１株当たり情報） 
 

前中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年３月１日 
至 平成19年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

 
１株当たり純資産額 79円39銭

１株当たり中間純利益 ９円63銭
  
 なお、潜在株式調整後１株当た
り中間純利益金額については、潜
在株式が存在していないため記
載していません。 

 
１株当たり純資産額 75円29銭

１株当たり中間純利益 1円07銭
 
 なお、潜在株式調整後１株当た
り中間純利益金額については、潜
在株式が存在していないため記
載していません。 

 
１株当たり純資産額 79円66銭

１株当たり当期純利益 10円21銭
 
 なお、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額については、潜
在株式が存在していないため記
載していません。 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

 前中間会計期間
（自 平成 18 年３月１日
至 平成 18 年８月 31日）

当中間会計期間 
（自 平成 19 年３月１日 
至 平成 19 年８月 31日） 

前事業年度 
（自 平成 18 年３月１日
至 平成 19 年 2月 28日）

中間（当期）純利益（百万円） 2,530 281 2,683

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（百万円） 2,530 281 2,683

期中平均株式数（千株） 262,813 262,804 262,811
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  （重要な後発事象） 
 前中間会計期間（自 平成 18 年３月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 
  該当事項はありません。 
 
 当中間会計期間（自 平成 19 年３月１日 至 平成 19 年８月 31 日） 
  該当事項はありません。 
 
 前事業年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

当社は、近畿日本鉄道株式会社が所有する上本町ターミナルビルにおいて、上本町店を営業しており
ますが、その土地および建物（店舗部分）を、平成 19 年３月１日に同社から取得いたしました。 

 
１．取得の理由 当社の重要な営業拠点である同店において、大規模改装等の長期的視点に立った投

資戦略を行えるようにするため。 

   

２．取得資産 大阪市天王寺区上本町６丁目１番１および１番５ 

  土地： ８，６５３．１９ ㎡ （注１） 

  建物： ６６，８６９．０８ ㎡ （注２） 

      （注１）公簿面積２３，３８７㎡のうち、持分 100 分の 37 

      （注２）一棟面積７０，１８１．０５㎡から鉄道部分３，３１１．９７㎡
を除く区分所有建物 

   

３．取得価額 １２，０００ 百万円 

    

４．資金の借入 当該物件の取得資金として同額の銀行借入を下記のとおり実行いたしました。 

（１） 借入先： 三菱東京ＵＦＪ銀行、りそな銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行他 

（２） 利 率： １．０００％～２．１２３％ 

（３） 実施時期： 平成 19 年３月１日～平成 19 年３月 30 日 

 

（４） 返済期限： 平成 24 年３月 30 日（ 終） 
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㈱近鉄百貨店（8244）平成 20 年２月期中間決算短信

売 上 高 比 較 表 

１．店 別 売 上 高 

 （単位：百万円）

 
前中間会計期間 
（H18.3.1～ 

    H18.8.31） 

当中間会計期間 
（H19.3.1～ 
    H19.8.31） 

前事業年度 
（H18.3.1～ 

    H19.2.28） 

 売上高 構成比 売上高 構成比 増減率 売上高 構成比 

  ％ ％ ％  ％

阿倍野店（Hoop 含む） 66,406 46.5 65,034 49.5 △2.1 135,344 45.8 

上本町店 16,540 11.6 16,327 12.4 △1.3 33,247 11.2 

枚 方 店 5,960 4.2 5,673 4.3 △4.8 12,125 4.1 

東大阪店 2,041 1.4 2,022 1.5 △0.9 4,103 1.4 

奈 良 店 16,378 11.5 16,244 12.3 △0.8 33,801 11.4 

橿 原 店 12,093 8.4 11,675 8.9 △3.5 24,418 8.2 

生 駒 店 6,658 4.6 6,546 5.0 △1.7 13,377 4.5 

京 都 店（プラッツ） 9,120 6.4 － － － 24,014 8.1 

桃 山 店 4,686 3.3 5,149 3.9 9.9 9,873 3.3 

桔梗が丘店 2,969 2.1 2,892 2.2 △2.6 6,002 2.0 

合 計 142,857 100.0 131,567 100.0 △7.9 296,309 100.0 

（注） 京都店（プラッツ）は平成 19 年２月 28 日をもって閉店しております。 
 

２．商 品 別 売 上 高 

   （単位：百万円）

 
前中間会計期間 
（H18.3.1～ 

    H18.8.31） 

当中間会計期間 
（H19.3.1～ 
    H19.8.31） 

前事業年度 
（H18.3.1～ 

    H19.2.28） 

 売上高 構成比 売上高 構成比 増減率 売上高 構成比 

   ％ ％ ％  ％

紳 士 服 6,791 4.8 6,171 4.7 △9.1 14,941 5.0

婦 人 服 27,492 19.2 25,090 19.1 △8.7 58,316 19.7

子 供 服 3,549 2.5 3,106 2.4 △12.5 7,681 2.6

そ の 他 衣 料 5,509 3.8 5,086 3.8 △7.7 11,416 3.9

衣
料
品 

衣 料 品 計 43,344 30.3 39,454 30.0 △9.0 92,355 31.2

身 回 品 13,215 9.3 12,430 9.4 △5.9 28,117 9.5

家 具 5,362 3.8 5,251 4.0 △2.1 10,706 3.6

家 庭 電 気 336 0.2 371 0.3 10.5 745 0.3

その他家庭用品 4,394 3.1 4,052 3.1 △7.8 9,380 3.1

家
庭
用
品

家 庭 用 品 計 10,093 7.1 9,675 7.4 △4.1 20,832 7.0

食 料 品 41,775 29.2 39,564 30.1 △5.3 86,178 29.1

食 堂 ・ 喫 茶 5,239 3.7 5,116 3.9 △2.3 10,282 3.5

雑 貨 20,154 14.1 16,714 12.7 △17.1 40,950 13.8

薬 品 ・ 化 粧 品 4,834 3.4 4,782 3.6 △1.1 9,723 3.3
雑
貨 

雑 貨 計 24,988 17.5 21,496 16.3 △14.0 50,674 17.1

サ ー ビ ス 968 0.7 933 0.7 △3.7 1,889 0.6

そ の 他 3,230 2.2 2,896 2.2 △10.3 5,978 2.0

合 計 142,857 100.0 131,567 100.0 △7.9 296,309 100.0

 
■この資料の配布先■ 大阪証券記者クラブ(記者発表) ／ 大阪商工記者会(記者発表) 
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