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1.  平成22年1月期第1四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年4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 ％

22年1月期第1四半期 5,626 ― △30 ― △37 ― △14 ―
21年1月期第1四半期 6,125 △1.0 67 △18.4 46 △20.0 △89 ―

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

22年1月期第1四半期 △1.51 ―
21年1月期第1四半期 △9.31 ―

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

22年1月期第1四半期 19,123 7,231 37.7 750.30
21年1月期 19,302 7,300 37.7 757.27

（参考） 自己資本   22年1月期第1四半期  7,200百万円 21年1月期  7,270百万円

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

21年1月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
22年1月期 ―
22年1月期 

（予想）
0.00 ― 6.00 6.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1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  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

第2四半期 
連結累計期間 11,561 ― 26 ― 3 ― 0 ― 0.00

通期 24,318 △3.8 213 △40.7 167 △44.1 78 ― 8.16
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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) 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、４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、４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．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。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第1四半期 9,645,216株 21年1月期  9,645,216株
② 期末自己株式数 22年1月期第1四半期  48,210株 21年1月期  44,626株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第1四半期 9,599,044株 21年1月期第1四半期 9,609,063株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨秋から続く百年に一度といわれる急激な不況の影
響もあり、企業収益が極めて大幅に減少しており、景気は急速な悪化が続き非常に厳しい状況で推移いた
しました。 
百貨店業界におきましては、天候不順の影響による季節商品の伸び悩みや、景気や雇用の先行きに対す

る不安等からの生活防衛意識の高まりによる個人消費の停滞等により、全体的に低調に推移いたしまし
た。 
このような厳しい環境のもとで当社は、服飾雑貨、婦人服、子供服売場の一部改装を行い、バレンタイ

ンギフトフェア「ショコラ ダムール」や「全国うまいものまつり」、「加賀百万石展」等の催し物を展
開するなど、積極的な営業施策を打ち出してまいりました。また、七年に一度の「善光寺御開帳」に併せ
て長野のお土産品を扱う名産品売場を拡充するなど、集客増・売上増に取り組んでまいりました。 
この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は5,626百万円、営業損失は30百万円、経常損失は37百

万円、四半期純損失は14百万円となりました。 
  

(1)資産、負債及び純資産の状況 
当第１四半期連結会計期間末の資産は、主に受取手形及び売掛金の減少により、前連結会計年度末と比

べて179百万円減少して19,123百万円となりました。負債は、主に支払手形及び買掛金の減少により、前
連結会計年度末と比べて110百万円減少して11,891百万円となりました。純資産は、主に利益剰余金の減
少により、前連結会計年度末と比べて69百万円減少して7,231百万円となりました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末と比べて26百万円減少し

て669百万円となりました。 
  
当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失47百万円、減価償却費110百万円、

賞与引当金の増加額47百万円等の調整と、法人税等の支払額121百万円等により、３百万円の支出とな
りました。 
  

(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、有形固定資産の売却による収入111百万円等の収入に対し、有

形固定資産の取得による支出123百万円、敷金及び保証金の差入による支出40百万円等の支出により、
50百万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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長短借入金の純増85百万円等の収入に対し、配当金の支払額
53百万円等の支出により、27百万円の収入となりました。 

  

平成21年３月25日付の「平成21年１月期 決算短信」において公表いたしました、平成22年１月期の業
績予想を見直しております。詳細につきましては、本日公表しております「業績予想の修正に関するお知
らせ」をご参照ください。 

  

【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
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該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 
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ついては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に
係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

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 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の
低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 
 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  
③ 「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）を当第１四半期
連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース
資産として計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ（残価保証の
取り決めがある場合は残価保証額）として算出する方法によっております。 
 なお、リース取引開始日が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
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
 なお、損益に与える影響は軽微であります。 

  

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)

(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
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１【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１四半期連結会計期間末
(平成21年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 670,314 696,483

受取手形及び売掛金 938,292 1,119,496

商品 1,337,510 1,351,573

原材料 7,378 8,774

繰延税金資産 168,245 136,637

その他 94,294 94,470

貸倒引当金 △21,337 △18,873

流動資産合計 3,194,698 3,388,563

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,413,742 5,495,106

土地 9,533,921 9,533,921

その他 134,053 100,231

有形固定資産合計 15,081,716 15,129,259

無形固定資産 53,983 11,940

投資その他の資産   

投資有価証券 133,840 128,290

繰延税金資産 276,145 275,296

敷金及び保証金 179,363 139,363

その他 221,287 248,135

貸倒引当金 △17,950 △17,950

投資その他の資産合計 792,687 773,135

固定資産合計 15,928,387 15,914,335

資産合計 19,123,086 19,302,898

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,437,315 1,553,508

短期借入金 6,114,560 5,788,960

未払法人税等 6,315 133,193

商品券 894,357 936,390

賞与引当金 109,799 62,137

商品券回収損引当金 169,910 194,573

その他 1,425,873 1,460,600

流動負債合計 10,158,130 10,129,364

固定負債   

長期借入金 620,620 861,160

再評価に係る繰延税金負債 264,112 264,112

退職給付引当金 627,744 620,054

長期預り保証金 128,242 127,242

その他 92,700 －

固定負債合計 1,733,419 1,872,569

負債合計 11,891,549 12,001,933
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,368,299 2,368,299

資本剰余金 2,916,697 2,916,697

利益剰余金 1,533,545 1,605,688

自己株式 △14,501 △13,777

株主資本合計 6,804,042 6,876,908

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,027 3,720

土地再評価差額金 389,630 389,630

評価・換算差額等合計 396,658 393,350

少数株主持分 30,835 30,705

純資産合計 7,231,536 7,300,965

負債純資産合計 19,123,086 19,302,898
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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：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 5,626,472

売上原価 4,292,074

売上総利益 1,334,398

その他の営業収入 45,191

営業総利益 1,379,589

販売費及び一般管理費 1,410,383

営業損失（△） △30,794

営業外収益  

受取利息 568

保険解約返戻金 6,824

その他 4,183

営業外収益合計 11,576

営業外費用  

支払利息 16,515

その他 1,294

営業外費用合計 17,809

経常損失（△） △37,027

特別利益  

固定資産受贈益 5,397

特別利益合計 5,397

特別損失  

固定資産除却損 15,753

特別損失合計 15,753

税金等調整前四半期純損失（△） △47,384

法人税、住民税及び事業税 1,725

法人税等調整額 △34,700

法人税等合計 △32,974

少数株主利益 129

四半期純損失（△） △14,539
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４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損失（△） △47,384

減価償却費 110,582

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,464

賞与引当金の増減額（△は減少） 47,662

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,689

商品券回収損引当金の増減額（△は減少） △24,663

受取利息及び受取配当金 △568

支払利息 16,515

有形固定資産除却損 15,753

売上債権の増減額（△は増加） 181,203

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,931

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,038

仕入債務の増減額（△は減少） △113,240

未払消費税等の増減額（△は減少） 406

その他の流動負債の増減額（△は減少） △81,314

その他 26,379

小計 157,379

利息及び配当金の受取額 568

利息の支払額 △19,797

役員退職慰労金の支払額 △19,522

法人税等の支払額 △121,897

法人税等の還付額 38

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,230

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 △123,349

有形固定資産の売却による収入 111,598

差入保証金の差入による支出 △40,000

預り保証金の受入による収入 1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,751

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） 350,000

長期借入金の返済による支出 △264,940

自己株式の取得による支出 △723

配当金の支払額 △53,181

リース債務の返済による支出 △3,342

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,812

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26,169

現金及び現金同等物の期首残高 695,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 669,174
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【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21年２月１日 至 平成21年４月30日） 
 当社グループは、商品の種類、販売市場の類似性から判断して、単一の事業であるため、該当事項
はありません。 

  

【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21年２月１日 至 平成21年４月30日） 
 在外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。 

  

【海外売上高】 
当第１四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日） 
 海外売上高ががないため、該当事項はありません。 

  

該当事項ありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

（1）（要約）四半期連結損益計算書 

 
  

  

「参考」

区   分

前第１四半期連結会計期間
(自 平成20年２月１日 
  至  平成20年４月30日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 6,125,397

Ⅱ 売上原価 4,654,561

   売上総利益 1,470,835

Ⅲ その他の営業収入 45,380

   営業総利益 1,516,216

Ⅳ 販売費及び一般管理費 1,448,420

   営業利益 67,795

Ⅴ 営業外収益

 １ 受取利息 1,177

 ２ その他 1,707

  営業外収益合計 2,885

Ⅵ 営業外費用

 １ 支払利息 23,676

 ２ その他 523

   営業外費用合計 24,200

   経常利益 46,480

Ⅶ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 196,139

   税金等調整前四半期純損失(△)  △149,659

   税金費用 △60,693

   少数株主利益 567

   四半期純損失(△)   △89,533
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