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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 76,441 ― 369 ― △86 ― △330 ―

20年3月期第3四半期 79,912 ― 1,131 ― 1,154 ― 417 ―

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3四半期 △7.17 ―

20年3月期第3四半期 9.69 ―

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3四半期 56,325 12,048 21.2 258.78
20年3月期 56,385 12,396 21.8 266.12

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  11,946百万円 20年3月期  12,286百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 99,600 △5.5 150 △88.0 △150 ― △400 ― △8.66

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、２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．業績予想につきましては、第３四半期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、 
  本日（平成21年２月５日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
  上記予想は、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。 
２．当連結会計年度より「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。 
  なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則 
  第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  46,246,500株 20年3月期  46,246,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  82,124株 20年3月期  77,390株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  46,166,735株 20年3月期第3四半期  43,091,693株



当第３四半期（９ヶ月）におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界経済の失速の影響を受け、企業

収益が急速に悪化するとともに、雇用環境が一層厳しさを増すなど景気の減速基調は一段と強まりました。百貨店業

界におきましても、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が前年を下回る厳しい状

況が続きました。 

このような状況のもと、当社グループは平成20年４月１日にスタートした株式会社三越伊勢丹ホールディングスの

グループの一員として、株式会社三越福岡店との新たな取り組みによる成果を最大限に発揮し、お客さまの支持を高

めていくとともに、コンプライアンスを遵守し、お客さま満足の最大化と営業基盤の強化に努め、さらに地域のお客

さまに愛される百貨店を目指してまいりました。また、売上高の減少に歯止めがかからない状況の中、業務全体の見

直しを行い、徹底的なコスト削減による収益の確保に全社一丸となり努めてまいりました。   

しかしながら、景況感の悪化による個人消費の伸び悩みの影響も大きく、当第３四半期連結累計期間の業績は、売

上高76,441百万円、営業利益369百万円、経常損失86百万円、四半期純損失330百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、56,325百万円となり、前連結会計年度末に比べて60百万円減少しまし

た。これは主に、減価償却の進行により有形固定資産が減少したことによるものです。負債については、44,276百万

円となり、前連結会計年度末に比べて287百万円増加しました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加によるもの

です。 

なお、純資産は347百万円減少し、12,048百万円となり、自己資本比率は21.2％となりました。 

  

平成20年11月７日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしました。 

詳細については、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  

該当事項はありません。  

   

① 簡便な会計処理 

（固定資産の減価償却の算定方法） 

  定率法を採用している資産については、当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しており

ます。  

  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 



  

（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 

① 当連結会計年度より「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。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連

結財務諸表規則を適用しております。 

  

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によっておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用さ

れたことに伴い、主として売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）により算定しております。 

これにより、営業利益は69百万円減少し、経常損失は69百万円、税金等調整前四半期純損失は275百万円、

それぞれ増加しております。 

  

③ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期

連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計

基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。この変更が損益に与える影響はありません。 

なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,706 2,264

受取手形及び売掛金 6,152 5,472

商品及び製品 5,038 4,486

原材料及び貯蔵品 85 103

その他 3,186 2,863

貸倒引当金 △33 △10

流動資産合計 16,136 15,179

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,772 10,337

その他（純額） 1,454 1,520

有形固定資産合計 11,227 11,858

無形固定資産 33 36

投資その他の資産   

敷金及び保証金 25,111 25,187

その他 5,053 5,380

貸倒引当金 △1,236 △1,257

投資その他の資産合計 28,928 29,311

固定資産合計 40,188 41,205

資産合計 56,325 56,385



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,591 7,112

短期借入金 16,800 16,350

1年内返済予定の長期借入金 1,500 3,000

未払法人税等 52 350

商品券 6,151 6,896

賞与引当金 0 1

ポイント引当金 819 960

商品券回収損引当金 306 463

その他 7,771 6,531

流動負債合計 41,993 41,666

固定負債   

退職給付引当金 2,173 2,212

役員退職慰労引当金 75 77

その他 34 32

固定負債合計 2,283 2,322

負債合計 44,276 43,989

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,451 3,451

資本剰余金 5,515 5,515

利益剰余金 3,002 3,339

自己株式 △21 △19

株主資本合計 11,947 12,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 △0

評価・換算差額等合計 △1 △0

少数株主持分 102 110

純資産合計 12,048 12,396

負債純資産合計 56,325 56,385



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 76,441

売上原価 55,068

売上総利益 21,372

販売費及び一般管理費 21,002

営業利益 369

営業外収益  

受取利息 31

受取配当金 5

その他 82

営業外収益合計 119

営業外費用  

支払利息 201

持分法による投資損失 305

その他 69

営業外費用合計 576

経常損失（△） △86

特別利益  

貸倒引当金戻入額 20

その他 0

特別利益合計 20

特別損失  

固定資産除却損 48

たな卸資産評価損 206

その他 25

特別損失合計 280

税金等調整前四半期純損失（△） △346

法人税等 △15

少数株主利益 0

四半期純損失（△） △330



 当連結会計年度より「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。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表

規則を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  79,912

Ⅱ 売上原価  57,189

売上総利益  22,723

Ⅲ 販売費及び一般管理費  21,591

営業利益  1,131

Ⅳ 営業外収益  477

受取利息及び受取配当金  34

その他  442

Ⅴ 営業外費用  454

支払利息  226

その他  228

経常利益  1,154

Ⅵ 特別利益  18

貸倒引当金戻入益  18

Ⅶ 特別損失  515

過年度商品券回収損 
引当金繰入額  372

固定資産除却損  142

税金等調整前四半期純利益  657

税金費用  237

少数株主利益  2

四半期純利益  417
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