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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

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

21年3月期第1四半期 353,950 ― 7,080 ― 12,442 ― 7,669 ―
20年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 19.78 19.77
20年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 1,384,987 509,414 35.7 1,274.77
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  494,354百万円 20年3月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

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

20年3月期 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 14.00 14.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 720,000 ― 12,000 ― 18,000 ― 11,000 ― 28.36
通期 1,540,000 ― 34,000 ― 47,000 ― 33,000 ― 85.09

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

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

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

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月12日に公表いたしました連結業績予想の修正は行っておりません。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。実際の業績等に影響を及ぼす
可能性のある重要な要因には、当社グループを取り巻く需要動向、為替レートの変動、公的規制、自然災害・事故等がありますが、これらに限られるものではありませ
ん。 
２．「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しており
ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
３．当社は平成20年４月１日に株式会社三越と株式会社伊勢丹が経営統合し、株式移転により共同持株会社として設立されました。当連結会計年度が第１期となるた
め、前期実績及び前年同四半期実績はありません。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  387,850,182株 20年3月期  ―株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  52,015株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  387,808,893株 20年3月期第1四半期  ―株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期（平成20年４月１日～平成20年６月30日）におけるわが国経済を取り巻く環境は、米国サ

ブプライムローン問題に端を発する世界経済の低迷、資源・食料品等の物価上昇、ねじれ国会による政治

混乱など、明るい材料は見られず、減速基調となっております。 

百貨店業界におきましては、同業・他業態との競争激化に加え、消費マインドの冷え込みから、売上高

の前年割れが続いております。 

このような状況の下、当社グループは、株式会社三越と株式会社伊勢丹が本年４月１日に経営統合し、

新たなスタートを切りました。統合効果を早期に創出し、お客さまのご満足の最大化を実現するために、

「三越」「伊勢丹」ブランドの価値向上を図っております。 

中核の百貨店業におきましては、本年４月に三越及び伊勢丹の各店舗で統合記念祭として「三越伊勢丹

ホールディングス誕生祭」を実施し、多くのお客さまにご来店いただきました。また本年６月14日の東京

メトロ副都心線開通により、伊勢丹新宿本店では、入店客数が大きく伸びました。しかし、見通しの悪い

経済状況の下、特に衣料品の動きが鈍化し、前年６月に実施したクリアランスセールの影響もあり、前年

同期を下回りました。 

海外百貨店に関しては概ね増収となりました。特に中国では、既存店舗の売上拡大並びに成都伊勢丹及

び瀋陽伊勢丹の開店により増収となりましたが、店舗数拡大による一時的な経費増により、減益となりま

した。 

小売・専門店業におきましては、株式会社クイーンズ伊勢丹が本年４月に東京都江東区に東陽町店をオ

ープンし、増収となりました。 

この結果、第１四半期連結累計期間の売上高は353,950百万円、営業利益は7,080百万円、経常利益は

12,442百万円、四半期純利益は7,669百万円となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①百貨店業 

売上高は329,314百万円、営業利益は6,381百万円となりました。 

②クレジット・金融業 

売上高は3,740百万円、営業利益は874百万円となりました。 

③小売・専門店業 

売上高は15,756百万円、営業損失は65百万円となりました。 

④その他事業 

売上高は33,996百万円、営業利益は254百万円となりました。 

 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は1,384,987百万円となりました。うち流動資産は260,710

百万円、固定資産は1,124,276百万円であります。 

流動資産の主な内容といたしましては、現金及び預金36,416百万円、受取手形及び売掛金114,690百万円、

商品67,147百万円であります。 

固定資産の主な内容といたしましては、有形固定資産790,410百万円、無形固定資産73,591百万円、投資

その他の資産260,274百万円であります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は875,572百万円となりました。うち流動負債は457,372百万

円、固定負債は418,200百万円であります。 

流動負債の主な内容といたしましては、支払手形及び買掛金99,707百万円、短期借入金119,989百万円で

あります。 

固定負債の主な内容といたしましては、長期借入金89,450百万円、繰延税金負債187,433百万円、退職給

付引当金64,755百万円、負ののれん62,863百万円であります。 
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（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は509,414百万円となりました。 

（自己資本比率） 

当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は35.7％となりました。 

（１株当たり純資産額） 

当第１四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は1,274円77銭となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、35,865百万円となりました。 

 

①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、9,578百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前四

半期純利益9,721百万円の計上による増加要因があったこと、一方、主な減少要因として仕入債務の減少

18,140百万円、法人税等の支払額4,358百万円があったこと等によるものです。 

②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、7,532百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の

取得による支出6,629百万円、無形固定資産の取得による支出1,657百万円があったこと等によるものです。 

③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、13,777百万円の収入となりました。これは主に、長期借入金を

7,618百万円返済する一方、短期借入金の増加12,483百万円、コマーシャルペーパーの増加11,000百万円が

あったこと等によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期業績は、概ね当初想定した範囲内で推移しております。平成20年５月12日に公表した第２

四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想は変更しておりません。今後、業績予想数値に修正が生じる

場合は速やかに公表いたします。 

 

４．その他 

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

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 

１.棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、連結子会社の前事業年

度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 

２.固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

 

３.税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

当社は平成20年４月１日に株式会社三越と株式会社伊勢丹が経営統合し、株式移転により共同持株会社

として設立されました。当連結会計年度が第１期となるため、該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

 

(1) 四半期連結貸借対照表 

 (単位：百万円)  

 

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金及び預金 36,416  

  受取手形及び売掛金 114,690  

  有価証券 121  

  商品 67,147  

  製品 1,148  

  原材料 454  

  仕掛品 84  

  その他 43,744  

  貸倒引当金 △3,096  

  流動資産合計 260,710  

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 194,525  

   土地 567,453  

   その他（純額） 28,431  

   有形固定資産合計 790,410  

  無形固定資産  

   のれん 341  

   その他 73,249  

   無形固定資産合計 73,591  

  投資その他の資産  

   投資有価証券 114,272  

   その他 148,060  

   貸倒引当金 △2,057  

   投資その他の資産合計 260,274  

  固定資産合計 1,124,276  

 資産合計 1,384,987  
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 (単位：百万円)  

 

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

 

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 99,707  

  １年内償還予定の社債 10,000  

  短期借入金 119,989  

  未払法人税等 3,642  

  引当金 17,333  

  その他 206,699  

  流動負債合計 457,372  

 固定負債  

  長期借入金 89,450  

  繰延税金負債 187,433  

  退職給付引当金 64,755  

  引当金 459  

  負ののれん 62,863  

  その他 13,239  

  固定負債合計 418,200  

 負債合計 875,572  

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 50,000  

  資本剰余金 319,112  

  利益剰余金 121,462  

  自己株式 △54  

  株主資本合計 490,521  

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価 
差額金 

6,509  

  繰延ヘッジ損益 38  

  為替換算調整勘定 △2,715  

  評価・換算差額等合計 3,832  

 新株予約権 755  

 少数株主持分 14,304  

 純資産合計 509,414  

負債純資産合計 1,384,987  
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(2) 四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 

(単位:百万円) 

  
当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高  353,950

売上原価  255,464

売上総利益  98,486

販売費及び一般管理費  91,406

営業利益  7,080

営業外収益  

 受取利息  224

 受取配当金  489

 負ののれん償却額  3,308

 持分法による投資利益  2,308

 その他  1,318

 営業外収益合計  7,649

営業外費用  

 支払利息  792

 その他  1,495

 営業外費用合計  2,287

経常利益  12,442

特別損失  

 たな卸資産評価損  1,494

 投資有価証券評価損  146

 関係会社整理損  1,079

 特別損失合計  2,720

税金等調整前四半期純利益  9,721

法人税、住民税 
及び事業税 

 1,748

法人税等合計  1,748

少数株主利益  303

四半期純利益  7,669
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位:百万円) 

 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純利益 9,721

 減価償却費 5,900

 負ののれん償却額 △3,308

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △356

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △217

 受取利息及び受取配当金 △714

 支払利息 792

 持分法による投資損益（△は益） △2,308

 投資有価証券評価損益（△は益） 146

 関係会社整理損 1,079

 売上債権の増減額（△は増加） 3,674

 たな卸資産の増減額（△は増加） 2,471

 仕入債務の増減額（△は減少） △18,140

 その他 △4,514

 小計 △5,773

 利息及び配当金の受取額 824

 利息の支払額 △270

 法人税等の支払額 △4,358

 営業活動によるキャッシュ・フロー △9,578

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出 △6,629

 有形固定資産の売却による収入 5

 無形固定資産の取得による支出 △1,657

 その他 747

 投資活動によるキャッシュ・フロー △7,532

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（△は減少） 12,483

 長期借入金の返済による支出 △7,618

 コマーシャルペーパーの増減額（△は減少） 11,000

 配当金の支払額 △1,986

 その他 △101

 財務活動によるキャッシュ・フロー 13,777

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,586

現金及び現金同等物の期首残高 27,208

株式移転による現金及び現金同等物の増加額 13,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,865
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㈱三越伊勢丹ホールディングス（3099）平成21年３月期 第１四半期決算短信 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 

 
百貨店業 

(百万円) 

クレジッ
ト・金融業

(百万円)

小売・専門
店業 

(百万円)

その他事業

(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 

329,148  2,388 13,352 9,061 353,950  －  353,950 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

165  1,351 2,404 24,935 28,857  （28,857） － 

計 329,314  3,740 15,756 33,996 382,808  （28,857） 353,950 

営業利益又は営業損失
（△） 

6,381  874 △65 254 7,444  （364） 7,080 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主要な内容 

(1) 百貨店業………………………衣料品、身廻品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

(2) クレジット・金融業…………クレジットカード、貸金、損害保険代理、生命保険募集代理 

(3) 小売・専門店業………………婦人服、食料品、衣料雑貨、家庭用品等の販売 

(4) その他事業……………………不動産管理業、製造・輸出入等・卸売業、物流業、総合人材サービス業、

情報処理サービス業等 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。

 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 

海外売上高が、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。 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当社は平成20年４月１日に株式会社三越と株式会社伊勢丹が経営統合し両社を完全子会社とする共同持株会社とし

て設立されました。この結果、当第１四半期連結会計期間末において資本金は50,000百万円、資本剰余金は319,112

百万円、利益剰余金は121,462百万円となっております。なお、発行済株式数は387,850千株となっております。 
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平成 20 年 8 月 14 日 

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 

平成 21 年 3 月期 第 1 四半期決算のポイント 
１．実績値・予想値について 

（億円） 第1四半期実績 第2四半期累計予想 年間予想

売上高 3,539 7,200 15,400
営業利益 70 120 340
経常利益 124 180 470
四半期(当期)純利益 76 110 330
※業績予想については、平成20年5月12日に公表した数値から変更ありません。  

２．連結・セグメントの範囲 

ｾｸﾞﾒﾝﾄ 会社数 主な会社

百貨店業 14社 三越、伊勢丹、岩田屋、イセタンシンガポール他

クレジット・金融業 3社 伊勢丹アイカード、井筒屋ウィズカード他

小売・専門店業 2社 クイーンズ伊勢丹、マミーナ

その他事業 25社 三越不動産、二幸、伊勢丹ビジネスサポート他

合計 44社

※平成20年2月末日現在三越グループの連結対象会社であった28社のうち12社は、

　重要性の観点から三越伊勢丹HDSの連結範囲に含めておりません。  

３．セグメント別の売上概況 

セグメント名
・伊勢丹と三越はクリアランスセール初日が前年6月から本

　年は7月になったこともあり、前年を下回りました。

・海外では既存店の天津と新店の成都、瀋陽の効果で増収と

　なりました。

・伊勢丹アイカードが、百貨店の売上減少による加盟店手数

　料の減少により、売上は減収となりました。

・クイーンズ伊勢丹の世田谷砧店(本年3月開店)、東陽町店

　（本年4月開店）が増収に寄与しました。

概況

クレジット・金融業

小売・専門店業

百貨店業

 

４．特殊な決算処理 
①決算期間 

三越グループ国内会社は決算期を 2 月末から 3 月末に変更する準備を進めており、当第 1 四半期決算

の損益には 4 月～6 月の 3 ヶ月分を取り込んでいます。 

②負ののれん計上 

イ）算出方法 

Ａ 取得原価（三越株主へ交付した株式の評価額他） 2,901 億円 

Ｂ 三越の時価純資産（平成 20 年 4 月 1 日現在）  3,563 億円 

  Ｃ 負ののれん(Ａ－Ｂ)               661 億円 

ロ）償却期間        5 年間で均等償却 

ハ）当四半期への影響    営業外収益に「負ののれん償却額」として 33 億円計上 

               固定負債に「負ののれん」として 628 億円計上  

③特別損失の計上 

イ）たな卸資産評価損 14 億円 

･･･棚卸資産の評価について収益性の低下による簿価切下げによる原価法（いわゆる低価法）に変更

したことによる、期首棚卸資産に係る損失を特別損失として計上しました。なお、三越で本年

3 月に発生した損失は、負ののれんの算定金額に織り込み済みです。 

ロ）関係会社整理損 10 億円 

･･･ドイツ三越の清算の決定による、将来損失額を見込み計上。            以 上 
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