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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 10,688 ― 19 ― △87 ― △308 ―

21年2月期第1四半期 12,658 △0.7 335 △11.7 212 31.2 206 29.7

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2月期第1四半期 △5.49 ―

21年2月期第1四半期 3.67 ―

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2月期第1四半期 58,364 18,192 31.2 323.86
21年2月期 51,864 18,678 36.0 332.44

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  18,192百万円 21年2月期  18,678百万円

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2月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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

21,300 ― 70 ― △130 ― △370 ― △6.59

通期 45,300 △5.7 620 △20.1 270 △51.0 10 △93.0 0.18
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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.本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績等は、今
後様々な要因により大きく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。 

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2月期第1四半期 56,618,887株 21年2月期  56,618,887株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  445,097株 21年2月期  433,728株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 56,176,657株 21年2月期第1四半期 56,236,320株
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当第１四半期のわが国経済は、世界的な金融危機を背景に、企業収益の大幅な低下をはじめ雇用情勢

の悪化や個人消費の低迷など、景気はかつてない厳しい環境に直面いたしました。当社グループの主た

る事業分野であります百貨店業界におきましても、引き続く消費の停滞に加えて、インフルエンザの発

生など、更なるマインド低下を招く要因が顕在化し、商況は以前にも増して厳しいものとなりました。

こうした状況下、当社は３月に百貨店の一部土地と建物を保有していた不動産賃貸会社を株式取得の手

法により完全子会社化し、今後の店舗事業計画の迅速化や将来の不動産事業の拡大を見据えた施策を図

るなど、当社グループの信用力強化と企業価値向上を推し進めてまいりました。しかしながら、景況感

の悪化から個人消費が伸び悩み、当第1四半期の連結売上高は106億８千８百万円（前年同期比

84.4％）、営業利益は１千９百万円（前年同期比5.7％）となり、経常段階では８千７百万円の損失

（前年同期は経常利益２億１千２百万円）、当期純損益段階では３億８百万円の損失（前年同期は純利

益２億６百万円）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 

百貨店業におきましては、当社の強みでありますヤング婦人衣料の継続的なスクラップ＆ビルドの推

進や、比較的堅調な食料品を中心とした記念催事の開催ほか、顧客サービス面での更なる充実など、収

益確保と店舗環境改善に向けた取り組みを鋭意進めてまいりました。しかしながら昨今の厳しい環境

下、売上高は95億１千２百万円（前年同期比85.2％）となり、より一層の経費圧縮に努めましたもの

の、営業損失１億９千２百万円（前年同期は営業利益８千５百万円）と厳しい結果となりました。 

②不動産賃貸業 

不動産賃貸業におきましては、入居率の向上及びテナントの誘致に努めましたが、売上高は５億９千

３百万円（前年同期比95.7％）、営業利益は２億３千６百万円（前年同期比91.6％）となりました。 

③運送業 

運送業におきましては、全般的な企業収益の悪化に伴う受注減の影響が大きく、売上高は２億４千９

百万円（前年同期比49.9％）となり、これに対処すべく経費削減に努めましたが、営業損失１千万円

（前年同期は営業利益1百万円）となりました。 

④その他の事業 

その他の事業におきましては、飲食業での消費環境変化に伴う低価格志向の影響や不採算店舗の撤退

などにより、売上高３億３千３百万円（前年同期比88.0％）、営業損失１千万円（前年同期は営業損失

１千２百万円）となりました。 

（注）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」を適用しておりますが、上記の前年同期との損益

比較においては、従来の「四半期財務・業績の概況」における業績数値を基礎に算定しております。 

（資産） 

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ65億円増加し583億６千４百万円となりまし

た。これは流動資産が４億８百万円増加し、固定資産が60億１千万円増加したことによります。固定資

産の増加については、新規取得子会社の連結により、土地が43億７千７百万円増加し、のれんが16億５

千５百万円増加したことなどによります。 

（負債） 

当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ69億８千５百万円増加し401億７千２百万円

となりました。これは流動負債が12億３千２百万円増加し、固定負債が57億５千２百万円増加したこと

によります。固定負債の増加については、社債が39億２千万円増加し、その他に含まれている繰延税金

負債が新規連結子会社の資産の時価評価等により15億５千４百万円増加したことなどによります。 

（純資産） 

当第１四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億８千５百万円減少し181億９千２百万

円となりました。これは利益剰余金が４億７千７百万円減少したことなどによるものです。 

【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
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昨年10月以降急速に悪化した景気は一向に回復基調にないことに加え、新型インフルエンザの影響な

どにより、個人消費の低迷は予想以上に長期化しており、百貨店事業の売上高が前回予想を下回る見通

しとなりました。 

つきましては、平成21年４月23日に公表しました平成22年２月期の業績予想を修正しております。詳

細につきましては、本日、公表しております「平成22年２月期第２四半期連結累計期間及び通期業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

 該当事項はありません。 

１ 簡便な会計処理 

 ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 ② 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、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 ③ 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出して

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１四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。 

１ 四半期連結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 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棚卸資産の評価基準については、売価還元法による原価法を適用しており

ましたが、当第１四半期連結会計期間から「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ともない、売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

により算定しております。これにより営業利益が２百万円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失は２百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

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）を当第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。 

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
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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21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,442 2,005

受取手形及び売掛金 1,244 1,158

商品 1,347 1,376

その他 1,386 1,471

貸倒引当金 △14 △13

流動資産合計 6,407 5,999

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,438 14,198

土地 31,931 27,554

その他（純額） 425 421

有形固定資産合計 46,795 42,173

無形固定資産   

のれん 1,655 －

その他 137 141

無形固定資産合計 1,792 141

投資その他の資産   

投資有価証券 2,605 2,609

その他 662 920

貸倒引当金 △14 △14

投資その他の資産合計 3,254 3,516

固定資産合計 51,842 45,831

繰延資産 114 33

資産合計 58,364 51,864

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,644 3,304

短期借入金 2,812 2,594

1年内返済予定の長期借入金 4,825 4,392

1年内償還予定の社債 1,040 850

未使用商品券等引当金 696 713

その他 3,404 3,336

流動負債合計 16,423 15,190

固定負債   

社債 5,295 1,375

長期借入金 9,778 9,385

再評価に係る繰延税金負債 4,576 4,576

退職給付引当金 593 587
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

その他 3,505 2,072

固定負債合計 23,748 17,995

負債合計 40,172 33,186

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,462 6,462

資本剰余金 3,774 3,774

利益剰余金 1,363 1,840

自己株式 △102 △100

株主資本合計 11,497 11,976

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △56 △49

土地再評価差額金 6,751 6,751

評価・換算差額等合計 6,695 6,701

純資産合計 18,192 18,678

負債純資産合計 58,364 51,864
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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21年３月１日 
至 平成21年５月31日) 

売上高 10,688

売上原価 8,333

売上総利益 2,355

販売費及び一般管理費 2,336

営業利益 19

営業外収益  

受取利息 2

持分法による投資利益 10

売場改装協力金 10

その他 14

営業外収益合計 39

営業外費用  

支払利息 92

その他 52

営業外費用合計 145

経常損失（△） △87

特別利益  

投資有価証券売却益 1

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産除却損 4

その他 2

特別損失合計 6

税金等調整前四半期純損失（△） △92

法人税等 215

四半期純損失（△） △308
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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21年３月１日 
至 平成21年５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（△） △92

減価償却費 301

のれん償却額 13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △139

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 92

持分法による投資損益（△は益） △10

売上債権の増減額（△は増加） △86

たな卸資産の増減額（△は増加） 30

仕入債務の増減額（△は減少） 340

その他 △61

小計 383

利息及び配当金の受取額 8

利息の支払額 △84

法人税等の支払額 △57

営業活動によるキャッシュ・フロー 249

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 105

有形固定資産の取得による支出 △96

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△4,506

その他 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,511

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） 218

長期借入れによる収入 2,300

長期借入金の返済による支出 △1,473

社債の発行による収入 3,712

社債の償還による支出 △100

配当金の支払額 △156

その他 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 235

現金及び現金同等物の期首残高 1,944

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,180
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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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

 
  
(注) １ 事業区分は日本標準産業分類によっております。                          

   ２ その他の事業の内容は、飲食業等であります。 

   ３ 当第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用して

おります。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、営業費用及び営業損失が「百貨店業」において２百万円増

加しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

当連結企業集団には、在外支店及び在外連結子会社がないため該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

国内売上のみのため該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

百貨店業 
(百万円)

不動産 
賃貸業 
(百万円)

運送業
(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

9,512 593 249 333 10,688 ─ 10,688

 (2) セグメント間 
   の内部 
   売上高又は 
   振替高

0 42 167 33 243 （243） ─

計 9,512 635 416 367 10,932 （243） 10,688

営業費用 9,705 399 426 378 10,909 （240） 10,669

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△192 236 △10 △10 22 △3 19

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

（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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前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

 
  

  

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（1）（要約）四半期連結損益計算書

科  目

前年同四半期
(平成21年２月期
第１四半期)

金額

Ⅰ 売上高 12,658

Ⅱ 売上原価 9,868

   売上総利益 2,790

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,455

   営業利益 335

Ⅳ 営業外収益 103

Ⅴ 営業外費用 226

   経常利益 212

Ⅵ 特別利益 25

Ⅶ 特別損失 28

 税金等調整前四半期純利益 209

   税金費用 2

   四半期純利益 206
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前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

 
  

（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
(平成21年２月期
第１四半期)

区分 金額

Ⅰ 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 209

   減価償却費 286

   売上債権の増減額（△は増加） △166

   仕入債務の増減額（△は減少） 672

   その他 △172

    小計 829

   利息及び配当金の受取額 5

   利息の支払額 △178

   法人税等の支払額 △24

  営業活動によるキャッシュ・フロー 631

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   投資有価証券の取得による支出 △0

   有形固定資産の取得による支出 △217

   差入保証金の返還による収入 22

   その他 △13

  投資活動によるキャッシュ・フロー △209

Ⅲ 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） 1,979

   長期借入による収入 5,740

   長期借入金の返済による支出 △10,250

   社債の償還による支出 △120

   配当金の支払額 △168

   その他 △4

  財務活動によるキャッシュ・フロー △2,825

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,403

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,456

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,052
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１ 事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

 
  
(注) １ 事業区分は日本標準産業分類によっております。                          

   ２ その他の事業の内容は、飲食業等であります。 

  

２ 所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

当連結企業集団には、在外支店及び在外連結子会社がないため該当事項はありません。 

  

３ 海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

国内売上のみのため該当事項はありません。 

  

（3）セグメント情報

百貨店業 
(百万円)

不動産 
賃貸業 
(百万円)

運送業
(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

11,160 620 498 379 12,658 ─ 12,658

 (2) セグメント間 
   の内部 
   売上高又は 
   振替高

0 40 132 27 201 （201） ─

計 11,161 661 631 406 12,860 （201） 12,658

営業費用 11,075 403 629 419 12,527 （204） 12,323

  営業利益又は 
  営業損失(△)

85 258 1 △12 332 2 335
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