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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30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９月中間期 49,541 － 140 － 157 － △148 －

19年３月期 56,414 － 1,346 － 1,433 － 889 －

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９月中間期 △3 58  －

19年３月期 22 69  －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 115百万円 19年３月期 124百万円    

(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９月中間期 57,687 11,830 20.3 253 92

19年３月期 58,339 9,556 16.2 241 26

（参考）自己資本 19年９月中間期 11,723百万円 19年３月期 9,451百万円    

(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９月中間期 △2,298 △456 2,321 1,608

19年３月期 1,473 1,218 △2,941 2,041

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 期末 年間

円 銭 円 銭

19年３月期  － 0 00

20年３月期（予想）  － 0 00

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 107,000 － 1,740 － 1,600 － 770 － 16 68
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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、21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」をご覧ください。

(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９月中間期 46,246,500株 19年３月期 39,246,500株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 75,721株 19年３月期 72,817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、24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．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30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９月中間期 49,134 － 127 － 63 － △231 －

19年３月期 55,959 － 1,301 － 1,229 － 722 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △5 58

19年３月期 18 45

(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９月中間期 55,867 9,704 17.4 210 19

19年３月期 57,024 7,515 13.2 191 86

（参考）自己資本 19年９月中間期 9,704百万円 19年３月期 7,515百万円    

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 106,000 － 1,600 － 1,400 － 670 － 14 51

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．平成19年３月期は決算期変更により６ヶ月間となっているため、平成18年９月中間期の業績及び同期間との比較

増減率は記載しておりません。

２．業績予想につきましては、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであります。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、業績予想に関する事項は、３ページ「１．経営

成績（1）経営成績に関する分析」をご参照ください。

３．通期の連結業績予想及び個別業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、

予想数値を修正しております。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、平成19年11月２日公表の「業績予想

の修正に関するお知らせ」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　業績の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、企業収益の改善を背景にした設備投資の増加や輸出の拡大などによ

り景気は引き続き回復基調で推移しているものの、原油価格の高騰や株価の下落など先行きに関する不安定な要素も

多く、個人消費の本格的な回復には未だ弱さが見られました。

　百貨店業界におきましては、夏場の記録的な猛暑の影響で夏物セール商品や紫外線対策商品が好調に推移するなど

明るい兆候もありましたが、全体的には地域間及び他業態との競合激化に加え、春先の天候不順の影響もあり厳しい

状況が続いております。

　このような状況のもと、当社グループでは平成17年３月よりスタートした「自立新生３ヵ年計画」の最終年度とな

る当連結会計年度において、目標達成に向けた仕上げとして「『お買場』発想で考え、『お買場』発想で行動しよう」、

「新ＭＤシステムをフル活用し、業務改革につなげよう」、「内部統制の構築を推進して、社会からの信頼を高めよ

う」の３つのテーマを年度方針として掲げ、自立の基盤づくり、岩田屋ブランドの確立に鋭意取り組むとともに、地

域のお客さまにさらに愛される百貨店を目指してまいりました。

　この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高49,541百万円、営業利益140百万円、経常利益157百万円、中間純

損失148百万円となりました。なお、平成18年5月25日の株主総会で決議のとおり、当社は親会社である㈱伊勢丹と事

業年度を統一するための経過措置として、前連結会計年度は平成18年10月から平成19年３月までの６ヶ月間と変則に

なりました。従いまして前年同期間に対応する増減は表示しておりません。

②　セグメント別の業績

（百貨店業）

百貨店業におきましては、自立の基盤づくり、岩田屋ブランドの確立に鋭意取り組むとともに、地域のお客さまに

さらに愛される百貨店を目指してまいりました。その結果、売上高は49,008百万円、営業利益は121百万円となりまし

た。

（前払式特定取引業）（友の会）

百貨店グループの固定顧客獲得推進の一翼を担う部門として、「友の会」の運営・管理を営んでおり、売上高は　

400百万円、営業損失は30百万円となりました。

　ただし岩田屋友の会㈱は、営業外での運用収益により営業損失を補い、経常利益を確保しております。

（その他の事業）

百貨店グループの関連業務から派生し、当社グループ外へも営業活動を行っている連結子会社から構成されており

ます。売上高は1,735百万円、営業利益は５百万円となりました。

③　当期の見通し

今後の経済情勢につきましては、景気は引き続き緩やかな回復基調を維持すると予想されるものの、原油など原材

料価格の上昇を背景に地域や企業ごとの景況間格差が広がっており、また、個人消費に関しても賃金の伸び悩みや消

費者物価の高まりなどから、先行きについては依然として予断が許されない状況にあります。さらに百貨店業界にお

いては、業態間の垣根を越えた厳しい競争環境に打ち勝つため統合や提携による業界の再編が進んでおり、今後は全

国的に他業態を含めた再編による格差が一層進むものと思われます。

　このような状況のなか、当社グループは、全社一丸となり「自立新生3ヵ年計画」の目標達成に取り組み、営業力強

化と効率化推進のための自立基盤の構築を鋭意推進してまいります。

　以上により通期の連結業績につきましては、売上高107,000百万円、営業利益1,740百万円、経常利益1,600百万円、

当期純利益につきましては770百万円を見込んでおります。

（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における資産は、前連結会計年度末に比べ651百万円減少となりました。これは主に受取手形及

び売掛金の減少によるものです。負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2,924百万円減少となりました。これ

は主に支払手形及び買掛金並びに長期借入金の減少によるものです。純資産合計につきましては、2,273百万円増加と

なりました。これは主に資本金及び資本剰余金の増加によるものです。
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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現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ433百万円減少し、1,608百万円となり

ました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,298百万円の資金減少となりました。これは主に税金等調整前中間純損失

が338百万円となり、仕入債務が1,992百万円減少したことによるものです。

（投資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・フローは、456百万円の資金減少となりました。これは主に有形固定資産の取得による

支出431百万円によるものです。

（財務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・フローは、2,321百万円の資金増加となりました。これは主に株式の発行による収入

2,422百万円によるものです。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成17年２月期 平成18年２月期 平成18年９月期 平成19年３月期
平成19年９月

中間期

自己資本比率（％） 9.1 12.8 14.4 16.2 20.3

時価ベースの自己資本比率

（％）
24.2 26.9 23.0 24.2 25.5

債務償還年数（年） 51.5 6.7 34.2 7.8 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
1.7 12.4 3.8 9.8 －

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諸表により計算しております。

※　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・フローを利用してお

ります。

※　有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている短期借入金、一年以内返済長期借入金及び長期借入金を対象と

しております。また、利払いについては、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。

※　平成18年９月期は決算期変更により７ヶ月間となっているため、平成18年９月期の債務償還年数は、有利子負債

／（営業キャッシュ・フロー×12／７）で計算しております。

※　平成19年３月期は決算期変更により６ヶ月間となっているため、平成19年３月期の債務償還年数は、有利子負債

／（営業キャッシュ・フロー×12／６）で計算しております。

※　平成19年９月中間期は営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオは記載しておりません。

（3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社グループは、株主の皆さまの利益を念頭におき、安定した事業基盤の確立を目指しております。配当政策は、

業績を勘案した適正な利益配分を行うことを基本に、財務体質の強化を図りつつ、安定的な配分を行うことを基本方

針としております。

　しかしながら、当社グループの財務状況及び博多駅周辺の再開発に代表される今後の競争激化に対応するための資

金需要を鑑みますと、利益剰余金の水準は十分とは言えず、配当については誠に遺憾ながら無配が続いております。

今後は、内部留保の充実を図りながら、早期復配を目指し、全社一丸となって業績向上に取り組んでまいります。
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（4）事業等のリスク

当社グループの事業その他を遂行する上でのリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において、当社グループが判断したものであ

ります。従って、本記載は将来発生しうる全てのリスク等を網羅したものではなく、これらに限るものではありませ

ん。

①　需要動向におけるリスク

当社グループの主要なセグメントである百貨店業（サロン店含む）の需要は、市場における気候状況や景気動向、

消費動向等の経済情勢、同業・異業態の小売業他社との競争状況等に大きな影響を受けます。従って、これらの要

因により、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

②　公的規制におけるリスク

当社グループは、営業上の許可等、さまざまな政府規制の適用を受けております。また、独占禁止、消費者保護、

個人情報保護、租税、環境・リサイクル関連等の法規制の適用も受けております。これらの規制の遵守に向け社内

規定の整備や従業員教育などを行っておりますが、万一、これらの規制を遵守できなかった場合、当社グループの

活動が制限される可能性や費用の増加に繋がる可能性があります。従って、これらの規制は、当社グループの業績

や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

③　自然災害・事故におけるリスク

当社グループのうち、百貨店業（サロン店含む）においては、店舗による事業展開を行っております。このため、

自然災害（風水害、震災、火災等）・事故等により、店舗の営業継続に悪影響を及ぼす可能性があります。

　災害等に対して、火災については消防法に基づいた火災発生の防止を徹底し、火災発生を想定した定期的な防災

訓練を実施しております。また、震災時の行動マニュアルを策定すると共に、震災に伴う火災発生を想定した防災

訓練も実施しております。

　しかしながら、店舗において大規模な地震や火災が発生した場合、臨時休業や消防法による規制、被害者への損

害賠償責任、従業員の罹災による人的資源の喪失、固定資産や棚卸資産への被害等、当社グループの業績や財務状

況に悪影響を及ぼす可能性があります。

④　商品取引におけるリスク

当社グループでは、百貨店業（サロン店含む）において消費者向け取引を行っております。商品の品質や安全性

については十分留意をしておりますが、欠陥商品や食中毒を引き起こす商品、表示が適切でない商品等、瑕疵のあ

る商品を万一販売した場合、公的措置を受ける可能性があるとともに、製造物責任等による損害賠償や商品回収の

費用が発生する場合があります。更に消費者からの信頼喪失による売上高の減少等、当社グループの業績や財務状

況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤　情報システム上のリスク

当社グループが事業を展開するための基幹システムは、平成18年10月3日より㈱伊勢丹の基幹システムに統合され、

㈱伊勢丹のデータ・センターに設置してあるコンピュータ設備で一括管理されています。当該データ・センターで

は、電源・通信回線の二重化、耐震工事、不正侵入抑止等の対策が講じられていますが、一般の認識のとおり、完

全にリスク回避ができるものではありません。

　基幹システム以外に、当社情報システム部内のコンピュータ設備で管理しているサブ・システムに関しても、想

定されるリスクに対する予防策は講じているものの、完全にリスク回避が避けられないのは同様であります。

　自然災害や事故等により甚大な設備の損壊があった場合、通信回線や電力供給に支障が出た場合、不正侵入や従

業員の過誤による障害が起きた場合等は、業務の遂行に支障をきたし、当社グループの業績や財務状況に悪影響を

及ぼす可能性があります。
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⑥　顧客情報の流出におけるリスク

当社グループでは、百貨店業を中心に多数の顧客の個人情報を保有・管理しており、平成17年4月1日に全面施行

された「個人情報の保護に関する法律」上の「個人情報取扱事業者」に該当いたします。個人情報の取扱について

は、日本百貨店協会が発行する「百貨店の個人情報保護に関するガイドライン」に則って、社内態勢の整備を実施

し、厳重な管理を行っております。ただし犯罪等により外部に漏洩した場合、顧客個人への損害賠償責任や社会か

らの信頼喪失による売上高の減少、信頼回復のための追加的費用の発生など、当社グループの業績や財務状況に悪

影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
当社グループは、当社（㈱岩田屋）、親会社（㈱伊勢丹）、子会社４社及び関連会社５社で構成され、百貨店業、前

払式特定取引業及びその他の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は次のとおりであります。なお、事業区分は事業の種類別セグメント情

報の区分と同一であります。

 

百貨店業
当社、親会社である㈱伊勢丹及び関連会社である㈱浜屋百貨店が営んでおりま

す。

前払式特定取引業
連結子会社である岩田屋友の会㈱及び関連会社である浜屋友の会㈱が営んでお

ります。

その他の事業  

１．金融業 関連会社である㈱エージーカードが営んでおります。

２．飲食業 関連会社である浜屋食堂㈲が営んでおります。

３．情報提供サービス業 連結子会社である㈱エージークラブが営んでおります。

４．顧客名簿管理業 連結子会社である㈱九州コミュニケーションサービスが営んでおります。

５．その他 連結子会社である㈱愛生が商品の製造・販売を営み、当社の専門店部が文化教

室業を営んでおります。

関連会社である㈱ハマヤショッピングセンターがスーパーマーケット業を営ん

でおります。
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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。

 

（ 金 融 業 ） 

※１㈱エージーカード 

（ 情報提供サービス業 ） 

㈱ エ ー ジ ー ク ラ ブ 

（ 顧 客 名 簿 管 理 業 ） 

㈱九州コミュニケーションサービス 

（ 飲 食 業 ） 

※ ２ 浜 屋 食 堂 ㈲ 

② 

③ 

⑤ 

親   会   社 

 

㈱ 伊 勢 丹 

連結財務諸表提出会社 

㈱ 岩 田 屋 

※ １ ㈱ 浜 屋 百 貨 店 

 岩 田 屋 友 の 会 ㈱ 

※ １ 浜 屋 友 の 会 ㈱ 

⑥ 

⑦ 

（ そ の 他 ） 

㈱ 愛 生 

㈱ 岩 田 屋 

※２㈱ハマヤショッピングセンター 

そ の 他 の 事 業 
④ 

① 

前 払 式 特 定 取 引 業 百 貨 店 業 そ の 他 の 事 業 

 

 

（注）※１　関連会社　　　（持分法適用）

　　　※２　関連会社　　　（持分法非適用）

 

（注）①　商品供給、百貨店業全般に関わる支援

　　　②　友の会買物券取引

　　　③　クレジットカード加盟店契約

　　　④　販売促進券関連業務委託

　　　⑤　マーケティング業務委託

　　　⑥　店舗内食堂業務委託

　　　⑦　資材購入　 
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３．経営方針
（1）会社の経営の基本方針

当社グループは、「お客さま第一主義」を実践し、地元のお客さまをはじめとするすべての関係者の皆さまの期待

と信頼に応え、常に挑戦し続ける企業グループであることを目標としております。その実現のために、「信義を守り、

まごころの奉仕」を不変の基本方針とし、「お客さまの喜びを、私たちの喜びとします」をビジョンとした経営理念

を掲げ、お客さま第一主義、現場第一主義の実行に取り組んでおります。

　また、この経営理念では企業の社会的責任を果たすという使命から、お客さま、株主の皆さま、お取引先、地域社

会そして従業員など当社グループに係るすべてのステークホルダーに対し、コンプライアンスを重視した経営を行い、

社会的に公正な企業活動を行っていくことを宣言しております。

（2）目標とする経営指標

当社グループは、平成17年３月から新３ヵ年計画として「自立新生３ヵ年計画」を推進しております。本計画は、

自立した事業基盤の構築に向け、以下のとおり３ヵ年の経営指標を掲げております。

　①　連結売上高　　　　1,075億円（成長性）

　②　連結営業利益率　      2％超（収益性）

　③　連結ＲＯＡ　　　 　 　4％超（効率性）

　④　連結株主資本比率     10％超（安定性）

（3）中長期的な会社の経営戦略

「自立新生３ヵ年計画」は、再建計画の次の経営計画であるという位置付けを強く認識し、真に自立して生きてい

く基盤（ストアブランド、収益力、財務の健全性、企業の信頼性など）を構築していくことを主眼においた計画であ

り、その概要は以下のとおりであります。

①　計画期間

　　平成17年３月～平成20年２月の３年間

②　目指す方向

　　「自立の基盤づくり。生まれ変わる岩田屋ブランドの確立」

③　基本方針

　・顧客を起点とする内部体制・業務基盤の構築

　・経費構造改革による強い経営基盤の構築

　・社会からの信頼向上の基盤の構築

この方針は、計画期間を通して「業務改革」に焦点を当てたものであります。これまでの業務のあり方を「顧客の

視点」「コストの視点」「社会の視点」からすべて見つめ直し、短期的な収益向上だけでなく、「岩田屋ブランド」

を明確に意識した、企業の永続的な発展の基盤構築を目指すものであります。

　計画の最終年度にあたる当期におきましても、前期に引き続き「自立新生３ヵ年計画」を推進し、自立の基盤づく

り、岩田屋ブランドの確立に取り組んでまいりました。

　今後は平成18年10月に㈱伊勢丹と統合したＭＤ（商品政策）システムを最大に活用し、お客さまのニーズを捉えた

店づくりや品揃の強化をさらに進めてまいります。

（4）会社の対処すべき課題

「自立新生３ヵ年計画」が目指す方向に進んで行くために、会社が対処すべき課題は、主に以下のようなものと考

えております。

①　新生岩田屋の顧客基盤やブランドイメージはまだ発展途上にあり、本計画期間の営業政策がブランド確立にと

　　って極めて重要な期間であること。

②　個人消費等のマクロ環境や会社を取り巻く競争環境は依然厳しく、収益の急増が見込めないこと。

③　再建計画期間中の金利減免等のさまざまな支援措置が終了し、コストの押し上げ要因となること。

④　新本店体制に移行したことによって固定費構造が変化したこと。

⑤　平成18年10月に統合した㈱伊勢丹のＭＤ（商品政策）システムを活用し、最大の成果を発揮すること。

⑥　個人情報保護を始め、コンプライアンス向上のための内部管理体制の強化が一層求められること。

⑦　財務報告の信頼性を確保し、社会からの期待と信頼に応えるために内部統制を整備・構築していくこと。
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お客さま起点で物事を考え、行動するとともに新しいＭＤ（商品政策）システムを十分に活用することによりお客

さまが真に望まれる商品やサービスをいち早く見つけ出し、スピードを上げて具体的に実現させてまいります。また、

現場主義をさらに徹底するとともに、日々の業務を見つめ直すことにより抜本的に業務の改善を図り、強固な経営基

盤を構築してまいります。さらに、企業活動すべてにコンプライアンスの発想を持ち、社会的な責任を全うしていく

ことにより企業の価値を向上させ、社会からの信頼を高めてまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

 
当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分 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  1,621   2,053  

２．受取手形及び売掛金  4,868   5,460  

３．たな卸資産  4,543   4,355  

４．繰延税金資産  778   574  

５．その他  2,000   1,772  

貸倒引当金  △1   △2  

流動資産合計  13,811 23.9  14,213 24.4

Ⅱ　固定資産       

１．有形固定資産       

(1）建物及び構築物 18,106   18,008   

減価償却累計額 7,368 10,737  6,981 11,026  

(2）運搬具及び器具備品 2,685   2,645   

減価償却累計額 1,880 805  1,800 844  

(3）土地  825   825  

有形固定資産合計  12,369   12,696  

２．無形固定資産  39   36  

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券  2,344   2,269  

(2）長期貸付金  1,396   1,356  

(3）敷金及び保証金  26,983   27,044  

(4）繰延税金資産  48   48  

(5）その他  2,000   2,006  

貸倒引当金  △1,305   △1,331  

投資その他の資産合計  31,467   31,392  

固定資産合計  43,876 76.1  44,125 75.6

資産合計  57,687 100.0  58,339 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分 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  6,131   8,124  

２．短期借入金  18,500   17,100  

３．一年以内返済長期借入金  3,000   3,000  

４．前受掛金  4,747   3,967  

５．商品券  6,105   7,062  

６．賞与引当金  1   1  

７．販売促進券引当金  1,055   974  

８．商品券回収損引当金  361   －  

９．その他  2,088   3,149  

流動負債合計  41,992 72.8  43,379 74.3

Ⅱ　固定負債       

１．長期借入金  1,500   3,000  

２．退職給付引当金  2,268   2,312  

３．役員退職慰労金引当金  63   57  

４．その他  32   32  

固定負債合計  3,865 6.7  5,402 9.3

負債合計  45,857 79.5  48,782 83.6

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

１．資本金  3,451 6.0  2,240 3.8

２．資本剰余金  5,515 9.5  4,304 7.4

３．利益剰余金  2,776 4.8  2,924 5.0

４．自己株式  △19 △0.0  △18 △0.0

株主資本合計  11,723 20.3  9,451 16.2

Ⅱ　評価・換算差額等       

その他有価証券評価差額金  △0 △0.0  △0 △0.0

評価・換算差額等合計  △0 △0.0  △0 △0.0

Ⅲ　少数株主持分  106 0.2  105 0.2

純資産合計  11,830 20.5  9,556 16.4

負債純資産合計  57,687 100.0  58,339 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

 
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  49,541 100.0  56,414 100.0

Ⅱ　売上原価  35,490 71.6  40,278 71.4

売上総利益  14,051 28.4  16,136 28.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費       

１．広告宣伝費 1,257   1,524   

２．販売手数料 2,415   2,884   

３．販売促進券引当金繰入額 419   485   

４．従業員給与手当 3,154   3,219   

５．賞与引当金繰入額 1   1   

６．退職給付費用 345   376   

７．役員退職慰労金引当金繰入額 12   13   

８．地代家賃 2,889   2,862   

９．その他 3,413 13,910 28.1 3,422 14,789 26.2

営業利益  140 0.3  1,346 2.4

Ⅳ　営業外収益       

１．受取利息 19   17   

２．受取配当金 5   4   

３．未回収商品券類受入収入 106   138   

４．持分法による投資利益 115   124   

５．その他 76 323 0.6 135 421 0.7

Ⅴ　営業外費用       

１．支払利息 148   143   

２．商品券回収損引当金繰入額 59   －   

３．その他 98 306 0.6 190 333 0.6

経常利益  157 0.3  1,433 2.5

㈱岩田屋（8246）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 13 －



 
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益       

　　貸倒引当金戻入益 18 18 0.0 12 12 0.0

Ⅶ　特別損失       

１．固定資産除却損 142   84   

２．過年度商品券回収損引当金　　
　　繰入額

372 514 1.0 － 84 0.1

税金等調整前中間純損失  338 △0.7  － －

税金等調整前当期純利益  － －  1,360 2.4

法人税、住民税及び事業税 12   537   

法人税等調整額 △203 △191 △0.4 △68 468 0.8

少数株主利益  1 0.0  3 0.0

中間純損失  148 △0.3  － －

当期純利益  － －  889 1.6
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,240 4,304 2,924 △18 9,451 △0 △0 105 9,556

中間連結会計期間中の変動額          

新株の発行 1,211 1,211   2,422    2,422

中間純損失   △148  △148    △148

自己株式の取得    △0 △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）

     0 0 1 1

中間連結会計期間中の変動額
合計（百万円）

1,211 1,211 △148 △0 2,272 0 0 1 2,273

平成19年９月30日　残高
（百万円）

3,451 5,515 2,776 △19 11,723 △0 △0 106 11,830

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年９月30日　残高
（百万円）

2,240 4,303 2,035 △16 8,563 △5 △5 102 8,660

連結会計年度中の変動額          

当期純利益   889  889    889

自己株式の取得    △1 △1    △1

自己株式の処分  0  0 0    0

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額
（純額）

     5 5 3 8

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ 0 889 △1 887 5 5 3 896

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,240 4,304 2,924 △18 9,451 △0 △0 105 9,556
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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18年10月１日
至　平成19年３月31日）

区分 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   

税金等調整前中間純損失 △338 －

税金等調整前当期純利益 － 1,360

減価償却費 637 694

退職給付引当金の減少額 △43 △30

役員退職慰労金引当金の増加額 6 13

賞与引当金の減少額 △0 △69

貸倒引当金の減少額 △26 △13

販売促進券引当金の増加額 81 67

商品券回収損引当金の増加額 361 －

受取利息及び受取配当金 △25 △22

支払利息 148 143

持分法による投資利益 △115 △124

投資有価証券売却益 △0 －

固定資産除却損 142 84

売上債権の増（△）減額 591 △560

たな卸資産の増加額 △188 △561

仕入債務の増減（△）額 △1,992 106

前受掛金の増減（△）額 780 △878

その他 △1,648 1,704

小計 △1,631 1,914

利息及び配当金の受取額 64 21

利息の支払額 △148 △150

法人税等の支払額 △583 △311

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,298 1,473
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当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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18年10月１日
至　平成19年３月31日）

区分 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1 △11

定期預金の払戻による収入 － 13

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 0 0

有形固定資産の取得による支出 △431 △590

敷金及び保証金の差入れによる支出 △91 －

敷金及び保証金の返還による収入 61 1,800

貸付による支出 △1 △2

貸付金の回収による収入 21 13

その他 △12 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △456 1,218

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 1,400 △1,440

長期借入金の返済による支出 △1,500 △1,500

株式の発行による収入 2,422 －

自己株式の取得による支出 △0 △1

自己株式の売却による収入 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,321 △2,941

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減（△）額 △433 △248

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,041 2,290

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

1,608 2,041
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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

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　４社

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　４社

(2）連結子会社名

岩田屋友の会㈱

㈱エージークラブ

㈱九州コミュニケーションサービス

㈱愛生

(2）連結子会社名

同左

 

 

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用の関連会社数　　３社

持分法適用会社名

㈱浜屋百貨店

浜屋友の会㈱

㈱エージーカード

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用の関連会社数　　３社

持分法適用会社名

同左

 

 

(2）持分法を適用しない関連会社名

㈱ハマヤショッピングセンター

浜屋食堂㈲

(2）持分法を適用しない関連会社名

同左

(3）持分法を適用しない理由

　持分法の適用範囲から除いた関連会社は、中間純損

益及び利益剰余金等の観点からみて小規模であり、中

間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、

持分法の適用範囲から除外しております。

(3）持分法を適用しない理由

　持分法の適用範囲から除いた関連会社は、当期純損

益及び利益剰余金等の観点からみて小規模であり、連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、持分

法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

　連結子会社のうち㈱愛生の中間決算日は８月31日であ

ります。中間連結財務諸表の作成にあたっては、中間決

算日現在の財務諸表を使用し、中間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。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち㈱愛生の決算日は２月28日でありま

す。連結財務諸表の作成にあたっては、期末決算日現在

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。

 （追加情報）

　当社の決算日変更に伴い、岩田屋友の会㈱、㈱エー

ジークラブ及び㈱九州コミュニケーションサービスは

決算日を３月31日に変更しております。

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　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　中間決算期末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）

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　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末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

②　たな卸資産

商品　　売価還元法による原価法

貯蔵品　先入先出法による原価法

②　たな卸資産

商品　　 　　　 同左

貯蔵品　　 　　 同左
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当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

(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　　定率法

　なお、一部の連結子会社の有形固定資産、当社の

本店の建物及び構築物並びに平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　３年～39年

運搬具及び器具備品　　２年～20年

(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　　定率法

同左

 

 

 

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）に基づく定額法を採

用しております。

②　無形固定資産　　定額法

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　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。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員等に対する賞与の支給に備えるため、将来

の支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担すべ

き額を計上しております。

②　賞与引当金

　従業員等に対する賞与の支給に備えるため、将来

の支給見込額のうち当連結会計年度の負担すべき額

を計上しております。

③　販売促進券引当金

　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

イント残高及び顧客に交付した販売促進券に対して、

過去のお買物券発行実績率等に基づき、将来のお買

物券回収見込額を計上しております。

③　販売促進券引当金

同左

④　商品券回収損引当金

　商品券等が負債計上中止後に回収された場合に発

生する損失に備えるため、過去の実績に基づく将来

の回収見込額を引当金として計上しております。

④　　　　　　　──────

 

⑤　退職給付引当金

　従業員等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おります。

　なお、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。

　数理計算上の差異については、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するこ

ととしております。

　過去勤務債務については、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年）による定額法により按分した額を費用

処理することとしております。

⑤　退職給付引当金

　従業員等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。

　なお、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。

　数理計算上の差異については、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するこ

ととしております。

　過去勤務債務については、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年）による定額法により按分した額を費用

処理することとしております。
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当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

⑥　役員退職慰労金引当金

　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中間連

結会計期間末要支給額を計上しております。

⑥　役員退職慰労金引当金

　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。

(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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引につ

いて特例処理を採用しております。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利変動リスクを回避するための金

利スワップ取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　　同左

ヘッジ対象　変動金利借入金 ヘッジ対象　　　同左

③　ヘッジ方針

　当社グループのリスク管理方針に基づき、各社取

締役会の決裁を受けた上で、金利変動リスクをヘッ

ジすることとしております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっているため、有効性の評価を省略

しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　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

　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。

同左

６．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範

囲

６．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。
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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

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

（商品券回収損引当金の計上の方法） ──────

従来、未回収の商品券等について、債務履行の可能性を

考慮して一定の期間が経過したときには、負債計上を中止

して、その発行価格を営業外収益に計上してまいりました

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）が公表されたのを受け、当中間

連結会計期間より、当該商品券等が負債計上中止後に回収

された場合に発生する損失に備えるため、過去の実績に基

づく将来の回収見込額を引当金として計上することといた

しました。

　この結果、期首時点で計上すべき過年度の引当金繰入相

当額372百万円を特別損失として計上し、また、当中間連

結会計期間に係る引当金繰入額59百万円を営業外費用とし

て計上しております。

　これにより、経常利益は10百万円増加し、税金等調整前

中間純損失は361百万円増加しております。

（有形固定資産の減価償却の方法）

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日以降に取得した有形固定資産について、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。

　この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前中

間純損失に与える影響は軽微であります。

 

追加情報

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

（有形固定資産の減価償却の方法） ──────

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、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％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。

　これにより営業利益、経常利益がそれぞれ８百万円減少

し、税金等調整前中間純損失が同額増加しております。

 

㈱岩田屋（8246）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 21 －



（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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

 
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     

普通株式（注）１ 39,246,500 7,000,000 － 46,246,500

合計 39,246,500 7,000,000 － 46,246,500

自己株式     

普通株式（注）２ 72,817 2,904 － 75,721

合計 72,817 2,904 － 75,721

（注）１．普通株式の株式数の増加7,000,000株は、第三者割当による新株発行による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加2,904株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年３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

 
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     

普通株式 39,246,500 － － 39,246,500

合計 39,246,500 － － 39,246,500

自己株式     

普通株式（注）１．２ 68,804 4,257 244 72,817

合計 68,804 4,257 244 72,817

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加4,257株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少244株は、単元未満株式の買増し請求による減少であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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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

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
百貨店業
（百万円）

前払式特定
取　引　業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上

高
49,007 1 532 49,541 － 49,541

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
0 399 1,202 1,602 △1,602 －

計 49,008 400 1,735 51,143 △1,602 49,541

営業費用 48,886 431 1,730 51,048 △1,647 49,400

営業損益 121 △30 5 95 45 140

前連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年３月31日）

 
百貨店業
（百万円）

前払式特定
取　引　業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上

高
55,826 1 585 56,414 － 56,414

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
0 366 1,464 1,830 △1,830 －

計 55,827 367 2,050 58,245 △1,830 56,414

営業費用 54,529 427 1,989 56,947 △1,879 55,067

営業損益 1,298 △60 60 1,298 48 1,346

（注）(1）事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

(2）各事業区分の主な商品等

①　百貨店業　　　　　　　衣料品、身廻品、雑貨、家庭用品、食料品

②　前払式特定取引業　　　友の会運営

③　その他の事業　　　　　情報提供サービス業、顧客名簿管理業、文化教室業他

(3）当中間連結会計期間及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

能営業費用の金額はありません。

２．所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に存在する連結子会社及び在外支店がな

いため、該当事項はありません。

３．海外売上高

当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 253円92銭

１株当たり中間純損失金額 3円58銭

１株当たり純資産額 241円26銭

１株当たり当期純利益金額 22円69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

がないため記載しておりません。

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、潜在株式がないため記載しておりません。

（注）１株当たり中間純損失金額又は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。

 
当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間純損失金額又は１株当たり当期

純利益金額
  

中間純損失（△）又は当期純利益（百万円） △148 889

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る中間純損失（△）又は普通株式

に係る当期純利益（百万円）
△148 889

普通株式の期中平均株式数（千株） 41,544 39,175

（重要な後発事象）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

────── 平成19年５月24日開催の当社取締役会において、第三者

割当による新株式発行に関し、以下のとおり決議いたしま

した。

 ①発行する株式の種類及び数

　　　　　　　　　　　普通株式　　　 7,000,000 株

②発行価格　　　　　　　　　１株につき 　　346 円

③発行総額　　　　　　 　　　　　2,422,000,000 円

④発行価格のうち資本へ組み入れる額

　　　　　　　　　　　　　　　１株につき　 173 円

⑤申込期間　　　　　　　　　 　　平成19年７月31日

⑥払込期日　　　　　　　　　 　　平成19年７月31日

⑦割当先及び割当株式数

　　　　　　　　　株式会社伊勢丹　　 7,000,000 株

⑧資金の使途

有利子負債である短期借入金の返済に充当する予定

であります。

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記については、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。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

 
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分 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  1,137   1,558  

２．受取手形  39   65  

３．売掛金  4,769   5,319  

４．たな卸資産  4,527   4,341  

５．繰延税金資産  765   556  

６．その他  2,070   2,310  

 　   貸倒引当金  △1   △2  

流動資産合計  13,309 23.8  14,148 24.8

Ⅱ　固定資産       

１．有形固定資産       

(1）建物 17,934   17,840   

減価償却累計額 7,265 10,669  6,883 10,957  

(2）構築物 102   98   

減価償却累計額 57 45  53 44  

(3）器具及び備品 2,652   2,611   

減価償却累計額 1,849 802  1,771 840  

(4）土地  1,314   1,314  

有形固定資産合計  12,831   13,156  

２．無形固定資産  37   33  

３．投資その他の資産       

(1）敷金及び保証金  26,913   26,969  

(2）その他  4,081   4,047  

      貸倒引当金  △1,305   △1,331  

投資その他の資産合計  29,689   29,685  

固定資産合計  42,558 76.2  42,876 75.2

資産合計  55,867 100.0  57,024 100.0
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当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分 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  －   1,284  

２．買掛金  6,129   6,839  

３．短期借入金  27,493   26,820  

４．一年以内返済長期借入金  3,000   3,000  

５．賞与引当金  1   1  

６．販売促進券引当金  1,055   974  

７．商品券回収損引当金  361   －  

８．その他  4,265   5,195  

流動負債合計  42,307 75.7  44,115 77.4

Ⅱ　固定負債       

１．長期借入金  1,500   3,000  

２．退職給付引当金  2,259   2,303  

３．役員退職慰労金引当金  63   57  

４．その他  32   32  

固定負債合計  3,855 6.9  5,393 9.4

負債合計  46,162 82.6  49,508 86.8
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当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本       

１．資本金  3,451 6.2  2,240 3.9

２．資本剰余金       

(1）資本準備金 4,414   3,203   

(2）その他資本剰余金 1,100   1,100   

資本剰余金合計  5,515 9.9  4,304 7.6

３．利益剰余金       

(1）利益準備金 385   385   

(2）その他利益剰余金       

別途積立金 －   2,435   

繰越利益剰余金 372   △1,830   

利益剰余金合計  757 1.3  989 1.7

４．自己株式  △19 △0.0  △18 △0.0

株主資本合計  9,705 17.4  7,515 13.2

Ⅱ　評価・換算差額等       

その他有価証券評価差額金  △0 △0.0  △0 △0.0

評価・換算差額等合計  △0 △0.0  △0 △0.0

純資産合計  9,704 17.4  7,515 13.2

負債純資産合計  55,867 100.0  57,024 100.0
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(2) 中間損益計算書

 
当中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  49,134 100.0  55,959 100.0

Ⅱ　売上原価  35,408 72.1  40,203 71.9

売上総利益  13,726 27.9  15,755 28.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費  13,598 27.6  14,454 25.8

営業利益  127 0.3  1,301 2.3

Ⅳ　営業外収益       

１．受取利息及び割引料 19   17   

２．受取配当金 46   4   

 ３．固定資産受贈益 15   74   

４．未回収商品券類受入収入 95   97   

５．雑収入 104 280 0.5 96 290 0.5

Ⅴ　営業外費用       

 １．支払利息及び割引料 222   205   

２．商品券回収損引当金繰入額 59   －   

 ３．雑支出 62 345 0.7 157 362 0.6

経常利益  63 0.1  1,229 2.2

Ⅵ　特別利益       

 貸倒引当金戻入益 18 18 0.0 12 12 0.0

Ⅶ　特別損失       

  １．固定資産除却損 142   80   

  ２．過年度商品券回収損引当金
繰入額

372 514 1.0 － 80 0.1

税引前中間純損失  433 △0.9  － －

税引前当期純利益  － －  1,160 2.1

法人税、住民税及び事業税 8   496   

法人税等調整額 △209 △201 △0.4 △58 437 0.8

中間純損失  231 △0.5  － －

当期純利益  － －  722 1.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,240 3,203 1,100 4,304 385 2,435 △1,830 989 △18 7,515

中間会計期間中の変動額           

新株の発行 1,211 1,211  1,211      2,422

別途積立金の取崩し      △2,435 2,435 －  －

中間純利益       △231 △231  △231

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
（百万円）

1,211 1,211 － 1,211 － △2,435 2,203 △231 △0 2,189

平成19年９月30日　残高
（百万円）

3,451 4,414 1,100 5,515 385 － 372 757 △19 9,705

 

評価・換算差額等

純資産
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

△0 △0 7,515

中間会計期間中の変動額    

新株の発行   2,422

別途積立金の取崩し   －

中間純利益   △231

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）

△0 △0 △0

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

△0 △0 2,188

平成19年９月30日　残高
（百万円）

△0 △0 9,704
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年10月１日　至　平成19年３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
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年９月30日　残高
（百万円）

2,240 3,203 1,100 4,303 385 2,435 △2,553 266 △16 6,794

当期中の変動額           

当期純利益       722 722  722

自己株式の取得         △1 △1

自己株式の処分   0 0     0 0

株主資本以外の項目の当期中の
変動額（純額）

          

当期中の変動額合計
（百万円）

－ － 0 0 － － 722 722 △1 721

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,240 3,203 1,100 4,304 385 2,435 △1,830 989 △18 7,515

 

評価・換算差額等

純資産
合計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年９月30日　残高
（百万円）

△0 △0 6,794

当期中の変動額    

当期純利益   722

自己株式の取得   △1

自己株式の処分   0

株主資本以外の項目の当期中の
変動額（純額）

△0 △0 △0

当期中の変動額合計
（百万円）

△0 △0 721

平成19年３月31日　残高
（百万円）

△0 △0 7,515
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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

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）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

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）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

　中間決算期末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

　決算期末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

（2）たな卸資産

商品　　売価還元法による原価法

貯蔵品　先入先出法による原価法

(2）たな卸資産

商品　　　　　　 同左

貯蔵品　　　　　 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、本店の建物及び構築物並びに平成10年４月１

日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産　　定率法

同左

(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）に基づく定額法を採用し

ております。

(2）無形固定資産　　定額法

同左

(3）長期前払費用　　定額法 (3）長期前払費用　　定額法

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　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。

３．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員等に対する賞与の支給に備えるため、将来の

支給見込額のうち当中間期の負担すべき額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

　従業員等に対する賞与の支給に備えるため、将来の

支給見込額のうち当期の負担すべき額を計上しており

ます。

(3）販売促進券引当金

　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

ト残高及び顧客に交付した販売促進券に対して、過去

のお買物券発行実績率等に基づき、将来のお買物券回

収見込額を計上しております。

(3）販売促進券引当金

同左

(4）商品券回収損引当金

　商品券等が負債計上中止後に回収された場合に発生

する損失に備えるため、過去の実績に基づく将来の回

収見込額を引当金として計上しております。

(4）　　　　　　　──────

 

㈱岩田屋（8246）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 31 －



当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

(5）退職給付引当金

　従業員等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、当中間

期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。

　なお、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。

　数理計算上の差異については、各期の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８

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することとしております。

　過去勤務債務については、各期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年）に

よる定額法により按分した額を費用処理することとし

ております。

(5）退職給付引当金

　従業員等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おり

ます。

　なお、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。

　数理計算上の差異については、各期の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８

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することとしております

　過去勤務債務については、各期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年）に

よる定額法により按分した額を費用処理することとし

ております。

(6）役員退職慰労金引当金

　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、会社規程に基づく中間期末要支

給額を計上しております。

(6）役員退職慰労金引当金

　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、会社規程に基づく期末要支給額

を計上しております。　　　　　　　　

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

おります。

 ４.リース取引の処理方法

同左

５．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引につい

て特例処理を採用しております。

５．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

ヘッジ手段：金利変動リスクを回避するための金利

スワップ取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：　　 同左

ヘッジ対象：変動金利借入金 ヘッジ対象：　　 同左

(3）ヘッジ方針

　当社のリスク管理方針に基づき、取締役会の決裁を

受けた上で、金利変動リスクをヘッジすることとして

おります。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっているため、有効性の評価を省略し

ております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．その他中間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

 税抜方式を採用しております。

６．その他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

同左
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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の変更

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

（商品券回収損引当金の計上の方法） ──────

従来、未回収の商品券等について、債務履行の可能性を

考慮して一定の期間が経過したときには、負債計上を中止

して、その発行価格を営業外収益に計上してまいりました

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）が公表されたのを受け、当中間

会計期間より、当該商品券等が負債計上中止後に回収され

た場合に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく

将来の回収見込額を引当金として計上することといたしま

した。

　この結果、期首時点で計上すべき過年度の引当金繰入相

当額372百万円を特別損失として計上し、また、当中間会

計期間に係る引当金繰入額59百万円を営業外費用として計

上しております。

　これにより、経常利益は10百万円増加し、税引前中間純

損失は361百万円増加しております。

（有形固定資産の減価償却の方法）

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日以降に取得した有形固定資産について、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。

　この変更に伴う営業利益、経常利益及び税引前中間純損

失に与える影響は軽微であります。

 

追加情報

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年３月31日）

（有形固定資産の減価償却の方法） ──────

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、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％に到達した会計年度の翌

会計年度より取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上して

おります。

　これにより営業利益、経常利益がそれぞれ８百万円減少

し、税引前中間純損失が同額増加しております。

 

㈱岩田屋（8246）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 33 －


