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1.  平成21年7月期第2四半期の連結業績（平成20年8月1日～平成21年1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7月期第2四半期 619 12.5 △387 ― △429 ― △654 ―

20年7月期第2四半期 550 1.0 △452 ― △442 ― △702 ―

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7月期第2四半期 △0.55 ―

20年7月期第2四半期 △0.59 ―

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7月期第2四半期 5,023 4,896 96.5 4.09
20年7月期 5,768 5,573 94.8 4.61

（参考） 自己資本   21年7月期第2四半期  4,845百万円 20年7月期  5,467百万円

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7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年7月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7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  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

通期 1,060 △7.5 △760 ― △760 ― △930 ― △0.79

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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．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。 
２．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り上記予想値と異なる場合があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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7月期第2四半期  1,183,760,884株 20年7月期  1,183,760,884株

② 期末自己株式数 21年7月期第2四半期  19,571株 20年7月期  19,371株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年7月期第2四半期  1,183,741,370株 20年7月期第2四半期  1,183,741,971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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を契機とした国際金融市場の混乱、米

国企業の破綻、更には為替の急激な変動に加え原油・資源価格の乱高下等、企業を取巻く環境は依然厳しい状況が続

いております。個人消費につきましても物価上昇や株価低迷により、消費者心理は冷え込んでまいり、厳しい状況が

続くものと予想されます。

このような状況のなか、当第２四半期連結累計期間における業績は、不動産事業が206百万円と前年同四半期比

133.9％と大きく業績を伸ばしております。これは、大阪府堺市と高知県南国市において分譲している土地の販売が

順調に推移したことによります。但し、当第２四半期連結会計期間からは急激に需要が落ち込んできており、今後に

ついては予断を許さない状況であります。

また、衣料事業につきましては前連結会計年度末に開店した新店効果が出始めているものの、前連結会計年度末に

閉店した店舗の影響もあり、前年同四半期比99.5％の163百万円となりほぼ前年並みとなりました。飲食事業につき

ましては、集客力の向上と品質のグレードアップに努めてきた結果、順調に売上高を伸ばし前年同四半期比107.4％

の244百万円を獲得しております。

これらの結果、当第２四半期までの売上高は619百万円（前年同四半期比12.5％増）となりました。

売上総利益は、投資事業で保有している有価証券の株価が下落していることから、損失が発生しているものの損失

額は前年同四半期と比較すると減少しており、全体の売上総利益は160百万円（前年同期比34.5％増）と若干改善さ

れております。

営業損失は、販売費及び一般管理費を前年同四半期比4.1％削減することができたことから、前年同四半期と比較

すると65百万円減少し387百万円となりました。

経常損失は、当第２四半期までに為替差損53百万円が発生したことから、前年同四半期とほぼ同額の429百万円（前

年同四半期経常損失442百万円）と損失が継続しております。

四半期純損失は、前連結会計年度に償却済みの債権回収に伴う、償却債権取立益28百万円とその他で特別利益とし

て１百万円が計上されるものの、当第２四半期までに急激な株価下落に伴う金融市場の混乱が発生したことから、当

社の保有する投資有価証券についても評価損が発生し268百万円の投資有価証券評価損を計上いたします。また、そ

の他減損損失12百万円の計上により総額281百万円の特別損失を計上することから、四半期純損失は654百万円（前年

同期四半期純損失702百万円）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1）資産、負債及び純資産の状況

（流動資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ446百万円減少し2,797百万円となり

ました。この主な要因は、前連結会計年度に比べ現金及び預金が274百万円、前渡金等の減少により流動資産のそ

の他が148百万円減少したことによります。

（固定資産）

当第２四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ297百万円減少し2,226百万円となり

ました。この主な要因は、投資有価証券の評価損268百万円の発生により投資その他の資産が278百万円減少したこ

とによるものであります。

（流動負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ67百万円減少し92百万円となりまし

た。この主な要因は、連結子会社の未払金等の減少により、流動負債のその他が55百万円減少したことによります。

（固定負債）

当第２四半期連結会計期間末における固定負債は前連結会計年度末と同額の34百万円で変動はありません。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度に比べ677百万円減少し4,896百万円となりま

した。この主な要因は、減少要因としては四半期純損失の発生による株主資本の減少654百万円、少数株主持分の

減少55百万円と、増加要因としては為替換算調整勘定が33百万円増加しております。
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(2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は前連結会計年度末に較

べ274百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は1,515百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は262百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失681百万円、投資

有価証券評価損268百万円、商品有価証券増減額69百万円、為替差損益53百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は11百万円となりました。これは主に、子会社株式の取得による支出12百万円によ

るものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は238千円となりました。これは主に、短期借入金の純減額238千円によるものであ

ります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年７月期の通期の連結業績予想につきましては、平成21年３月11日に発表いたしました連結業績予想に変更

はありません。

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簡便な会計処理

・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。

・法人税等の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定して算定し

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

該当事項はありません。

（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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別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　平成18年７月

５日）が適用されたことに従い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げ方法）により算定しております。これによる損益に与える影響はありません。

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、賃貸借取引にかか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」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成

19年３月30日　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」（企業会計基準委員会

　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間

から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。これによる損益に与える影響は軽微であ

ります。　
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年１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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,515,283 1,789,483

受取手形及び売掛金 7,073 5,422

商品有価証券 154,662 224,467

商品 221,454 203,956

販売用不動産 757,389 743,296

原材料及び貯蔵品 7,629 11,806

預け金 527,816 528,461

その他 106,562 237,501

貸倒引当金 △500,310 △500,250

流動資産合計 2,797,561 3,244,144

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 311,477 320,712

土地 897,808 897,808

その他（純額） 3,729 5,748

有形固定資産合計 1,213,015 1,224,269

無形固定資産   

のれん 30,944 38,748

その他 1,229 1,465

無形固定資産合計 32,174 40,213

投資その他の資産   

投資有価証券 1,392,791 1,661,326

長期貸付金 870,555 871,620

その他 242,716 252,980

投資損失引当金 △570,000 △570,000

貸倒引当金 △954,868 △956,068

投資その他の資産合計 981,195 1,259,859

固定資産合計 2,226,384 2,524,342

資産合計 5,023,946 5,768,487

㈱イチヤ（9968）平成21年７月期 第２四半期決算短信

4



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年１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７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,739 25,867

短期借入金 3,268 3,506

未払法人税等 13,560 16,224

賞与引当金 2,500 3,500

その他 55,077 110,494

流動負債合計 92,144 159,593

固定負債   

長期預り敷金 34,920 34,920

固定負債合計 34,920 34,920

負債合計 127,064 194,513

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,376,047 9,376,047

利益剰余金 △4,550,629 △3,895,917

自己株式 △565 △565

株主資本合計 4,824,852 5,479,564

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 21,050 △12,461

評価・換算差額等合計 21,050 △12,461

新株予約権 1,385 1,817

少数株主持分 49,593 105,054

純資産合計 4,896,881 5,573,974

負債純資産合計 5,023,946 5,768,487
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 619,937

売上原価 459,019

売上総利益 160,918

販売費及び一般管理費 548,635

営業損失（△） △387,716

営業外収益  

受取利息 7,377

持分法による投資利益 1,498

その他 3,511

営業外収益合計 12,387

営業外費用  

支払利息 23

為替差損 53,639

その他 650

営業外費用合計 54,312

経常損失（△） △429,642

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,140

償却債権取立益 28,570

特別利益合計 29,710

特別損失  

減損損失 12,946

投資有価証券評価損 268,055

特別損失合計 281,001

税金等調整前四半期純損失（△） △680,932

法人税、住民税及び事業税 4,173

法人税等調整額 △573

法人税等合計 3,599

少数株主損失（△） △29,820

四半期純損失（△） △654,711
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31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損失（△） △680,932

減価償却費 15,004

減損損失 12,946

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,140

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,000

受取利息及び受取配当金 △7,377

支払利息 23

為替差損益（△は益） 53,639

持分法による投資損益（△は益） 942

投資有価証券評価損益（△は益） 268,055

売上債権の増減額（△は増加） △1,651

商品有価証券の増減額（△は増加） 69,804

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,320

販売用不動産の増減額（△は増加） △14,093

仕入債務の増減額（△は減少） △8,128

その他 45,462

小計 △261,765

利息及び配当金の受取額 6,467

利息の支払額 △23

法人税等の支払額 △7,134

営業活動によるキャッシュ・フロー △262,456

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 △3,864

関係会社株式の取得による支出 △12,946

敷金及び保証金の差入による支出 △13,004

敷金及び保証金の回収による収入 13,010

貸付けによる支出 △500

貸付金の回収による収入 1,572

預け金の回収による収入 13,067

預け金による支出 △12,422

その他 3,583

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,505

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,502

短期借入金の返済による支出 △1,741

財務活動によるキャッシュ・フロー △238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △274,199

現金及び現金同等物の期首残高 1,789,483

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,515,283

㈱イチヤ（9968）平成21年７月期 第２四半期決算短信

7



　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。

（４）継続企業の前提に関する注記

当社グループは、平成19年７月期において経常損失1,009,694千円、当期純損失2,615,795千円を計上しました。

平成20年７月期においても経常損失882,632千円、当期純損失2,343,682千円を計上することとなり、２期連続の

大幅な当期純損失となりました。また、当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結累計期間においても四

半期純損失を計上しております。この結果、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる状況に該当しております。

このため当社グループは、当該状況を解消し早期業績回復を目指すために、各事業の見直し及び経営戦略の改

革を次のとおり進めてまいります。

現在、飲食事業・不動産事業までは黒字化を達成してまいりましたが、衣料事業・投資事業については営業赤

字が続いているため、全事業で黒字化が図れるように、業態変更を含めた営業店舗の見直しを推し進めてまいり

ます。

また、投資事業につきましては、現在まで投資してきた資産について、すでに評価減等が発生しているものが

あるものの、資金回収を優先しグループの財務基盤を立て直すとともに、今後の投資につきましては、当社グルー

プの体力にあった事業に限定していくことで追加投資の発生を抑え、特別損失の発生要因となる事象を削減して

まいります。

さらに各事業とも不採算事業となっているものについては、早急に見直しをかけグループの再編を検討してま

いります。

以上の施策により、グループの基盤立て直しを図り各事業の収益力を上げ、売上高増加と経常利益の黒字化を

目指すとともに、多額の特別損失の発生を抑えてまいります。

四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務

諸表には反映しておりません。
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（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年８月１日　至平成21年１月31日）

区分
衣料事業

（千円）

飲食事業

 （千円）

不動産事業

（千円）

投資事業

（千円）

その他事業

（千円）

合計

（千円）

消去又は全

社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
163,841 244,838 206,710 － 4,547 619,937 － 619,937

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － 600 － － 600 △600 －

 計 163,841 244,838 207,310 － 4,547 620,537 △600 619,937

営業損益 △23,622 10,349 32,612 △75,419 △104,848 △160,928 △226,787 △387,716

（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．区分の主な内容

(1）衣料事業……………………紳士服等の衣料品販売

(2）飲食事業……………………焼肉店及びコンビニエンスストアの経営

(3）不動産事業…………………不動産販売及び賃貸

(4）投資事業……………………有価証券の投資及び運用

(5）その他事業…………………ペット霊園の経営及び金の採掘事業

〔所在地別セグメント情報〕

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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〕

海外売上高がないため該当事項はありません。　

（６）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。

㈱イチヤ（9968）平成21年７月期 第２四半期決算短信

9



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  550,875 100.0

Ⅱ　売上原価  431,243 78.3

売上総利益  119,632 21.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  572,387 103.9

営業損失  452,754 82.2

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 10,334   

２．受取配当金 852   

３．その他 4,100 15,287 2.8

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 2,648   

２．持分法による投資損失 2,279   

３．その他 289 5,218 0.9

経常損失  442,686 80.3

Ⅵ　特別利益    

１．持分法変動差益 182,854 182,854 33.1

Ⅶ　特別損失    

１．貸倒引当金繰入額 259,195   

２．固定資産売却損 255   

３．固定資産除却損 799   

４．投資有価証券評価損 182,155 442,405 80.3

税金等調整前中間純損失  702,237 127.5

法人税、住民税及び事業税  4,116 0.7

少数株主損失  3,808 0.7

中間純損失  702,544 127.5
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

区分 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 △702,237

減価償却費 19,041

貸倒引当金の増加額 259,195

賞与引当金の減少額 △400

受取利息及び受取配当金 △11,186

支払利息 2,648

持分法による投資損失 2,279

持分変動差益 △182,854

投資有価証券評価損 182,155

有形固定資産売却損 255

固定資産除却損 799

商品有価証券増減額（増加：△） 266,998

売上債権増減額（増加：△） △1,615

たな卸資産の増加額 △14,059

販売用不動産の増減額（増加：△） 46,263

前払費用減少額 4,393

仕入債務の増減額（減少：△） △99,931

その他 51,795

小計 △176,458

利息及び配当金の受取額 10,337

利息の支払額 △2,648

法人税等の支払額 △7,861

営業活動によるキャッシュ・フロー △176,631

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入 100

有形固定資産の取得による支出 △224,153

敷金等の差入れによる支出 △408

敷金保証金の返還による収入 4,955

貸付金の回収による収入 6,148

預け金による支出 △510,639

その他 △282

投資活動によるキャッシュ・フロー △724,279
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前中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

区分 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による収入 284

新株予約権の消却に伴う支出 △170,731

少数株主からの払込による収入 432,212

その他 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 261,762

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △639,148

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,671,193

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 2,032,045

㈱イチヤ（9968）平成21年７月期 第２四半期決算短信

12



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）

衣料事業
（千円）

飲食事業
（千円）

不動産事業
　

（千円）　

投資事業　
（千円）

その他の事
業

（千円）

計
（千円）

消去又は全
社

（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売

上高
164,700 227,904 154,394 － 3,876 550,875 － 550,875

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 600 － － 600 △600 －

計 164,700 227,904 154,994 － 3,876 551,475 △600 550,875

営業費用 208,140 223,870 121,947 117,993 157,836 829,787 173,842 1,003,630

営業利益 △43,439 4,034 33,047 △117,993 △153,960 △278,311 △174,442 △452,754

（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．区分の主な製品

(1）衣料事業……………………紳士服等の衣料品販売

(2）飲食事業……………………焼肉店及びコンビニエンスストアの経営

(3）不動産事業…………………不動産販売及び賃貸

(4）投資事業……………………有価証券の投資及び運用

(5）その他事業…………………ペット霊園の経営及び金の採掘事業

３．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（172,442千円）の主なものは、親会社の本

社の管理部門に係る費用であります。

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）

前中間連結会計期間における本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるた

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〕

前中間連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）

前中間連結会計期間における海外売上高がないため該当事項はありません。

６．その他の情報

該当事項はありません。
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