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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 74,101 ― △1,170 ― △1,176 ― △1,917 ―
21年2月期第1四半期 69,860 △0.6 383 △47.1 148 △70.8 △70 ―

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 △6.97 ―
21年2月期第1四半期 △0.27 ―

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 181,947 18,539 10.1 67.04
21年2月期 151,993 17,951 11.7 67.82

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  18,431百万円 21年2月期  17,819百万円

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 ― 0.00 0.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

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  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

166,000 ― 500 ― 200 ― 100 ― 0.36

通期 334,000 19.0 900 123.7 800 △10.8 400 51.8 1.45
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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．業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としています。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。 
 なお、業績予想の前提条件その他の関連する事項については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」を参照して
ください。 
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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年2月期第1四半期 275,514,406株 21年2月期  265,042,800株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  588,903株 21年2月期  2,286,082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 274,926,505株 21年2月期第1四半期 262,764,673株
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①業績の概要 

当第１四半期連結会計期間（平成21年３月１日～平成21年５月31日）におけるわが国経済は、株価が３月以降回

復基調にあるものの、前期の米国金融不安に端を発する100年に一度といわれる大不況からの本格的な回復には至ら

ず、消費環境は依然厳しい状況にありました。 

百貨店業界におきましても全国百貨店売上高は対前年二桁の減少率となるなど、厳しい状況となりました。この

ような状況下、当社グループでは平成26年度までを対象とする「近鉄百貨店グループ第２次中長期経営計画」の３

年目にあたり、さらなる営業力の強化とより一層の経営効率化に努めました。 

厳しさを増す事業環境に対応するため、株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌山近鉄百貨店を吸収合併

し、四日市店、名古屋店、和歌山店および草津店の４店舗を当社の直営店舗といたしました。また、阿倍野店にお

いて平成26年春の「阿部野橋ターミナルビル タワー館」（仮称）完成に向け、建替え部分の売場閉鎖を完了する

とともに、３月20日に既存東館部分の売場をリフレッシュオープンいたしました。一方、費用面では人件費をはじ

めとして一層の経費削減に努めました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高74,101百万円、営業損失1,170百万円、経常損失1,176百

万円、四半期純損失1,917百万円となりました。 

  

②事業の種類別セグメントの業績 

＜百貨店業＞ 

百貨店業におきましては、株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌山近鉄百貨店との合併により商品の共同

仕入れの拡大や、販売面のノウハウの共有による営業力の強化を図りました。阿倍野地区におきましては、リフレ

ッシュオープンにあわせ「ヤングスクエア」を開設しヤング層の集客に注力するとともに、グランドオープン記念

祭を開催するなど増収を図りました。これにより、阿倍野店、Ｈｏｏｐ、ａｎｄによる阿倍野地区３館営業体制を

確立し、フルライン・フルターゲットを維持する営業基盤を整えました。また、５月28日付で業務組織の改正を行

い、商品力の強化、販売関連業務の効率化、阿倍野店建替え計画の推進にあたり、それらの機能的な推進体制を構

築するため、ＭＤ統括本部を新設いたしました。これらの諸施策を鋭意実施いたしましたが、厳しい消費環境に加

えて新型インフルエンザによる影響もあり、売上高は69,184百万円、営業損失は997百万円となりました。 

  
＜卸・小売業＞ 

卸・小売業におきましては、株式会社ビッグウィルが上本町店をオープンしたことにより増収となりましたが、

株式会社シュテルン箕面、株式会社ジャパン・シーフーズともに消費の全般的な不振による影響が大きく、売上高

は1,795百万円、営業損失は72百万円となりました。 

  
＜その他事業＞ 

その他事業におきましては、当社内装仕上工事業を前年６月に承継したことにより株式会社近創の売上高は前年

同期と比べて増加したものの、売上高は3,121百万円、営業損失は113百万円となりました。 

  

  

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における総資産は、株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌山近鉄百貨店との

合併があり、建物等の有形固定資産が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて29,954百万円増加し、

181,947百万円となりました。 

負債につきましては、資産と同じく合併により短期借入金等を引き継いだことなどにより、前連結会計年度末に

比べて29,366百万円増加し、163,408百万円となりました。 

純資産合計は、合併により資本剰余金が増加したため前連結会計年度末に比べて587百万円増加し、18,539百万円

となりました。この結果、自己資本比率は10.1％となり、１株当たり純資産は、67円04銭となりました。 

  

  

【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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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における現金及び現金同等物は、株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌山近

鉄百貨店との合併による収入1,518百万円がありましたので7,271百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,369百

万円増加しました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は2,301百万円の支出となりました。これは主に前連結会計年度に募集し

ました早期退職者に対する特別退職金の支払いなどによるものです。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は2,013百万円の支出となりました。これは主に阿倍野店リフレッシュオ

ープンによる固定資産の取得などによるものです。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は4,166百万円の収入となりました。これは主に固定資産の取得などによ

る長期借入金の増加によるものです。 

  

  

現時点において、第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成21年４月10日に公表

した予想数値に変更はございません。 

なお、今後の見通しにつきましては引き続き検討を行い、業績予想に関し修正の必要が生じた場合には、速やか

に開示する予定であります。 

  

  

  

  

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資産の算出に関しては、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。 

繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がない場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測を利用する方法

によっております。 

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。 

  

  

 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。 

  

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 7,352 5,982

受取手形及び売掛金 12,954 11,575

商品及び製品 17,869 13,428

仕掛品 188 204

原材料及び貯蔵品 125 110

その他 8,935 8,512

貸倒引当金 △151 △136

流動資産合計 47,274 39,678

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 60,550 42,566

土地 34,253 34,181

その他（純額） 7,854 5,939

有形固定資産合計 102,658 82,687

無形固定資産 2,620 2,361

投資その他の資産   

投資有価証券 6,687 6,780

敷金及び保証金 16,913 15,121

その他 6,825 5,973

貸倒引当金 △1,031 △608

投資その他の資産合計 29,394 27,267

固定資産合計 134,673 112,315

資産合計 181,947 151,993
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,736 22,688

短期借入金 46,007 23,186

未払法人税等 79 432

商品券 14,783 11,650

預り金 31,853 30,900

賞与引当金 133 177

商品券等引換損失引当金 2,982 2,579

店舗建替損失引当金 1,991 2,139

その他 6,897 9,096

流動負債合計 132,464 102,851

固定負債   

長期借入金 23,999 24,866

退職給付引当金 4,381 3,710

その他 2,563 2,615

固定負債合計 30,944 31,191

負債合計 163,408 134,042

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,252 13,252

資本剰余金 1,720 273

利益剰余金 3,910 5,064

自己株式 △78 △233

株主資本合計 18,804 18,357

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △373 △537

繰延ヘッジ損益 － 0

評価・換算差額等合計 △373 △537

少数株主持分 108 131

純資産合計 18,539 17,951

負債純資産合計 181,947 151,993
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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 74,101

売上原価 56,833

売上総利益 17,268

販売費及び一般管理費 18,438

営業損失（△） △1,170

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 5

未請求債務整理益 295

固定資産受贈益 231

その他 166

営業外収益合計 706

営業外費用  

支払利息 253

商品券等引換損失引当金繰入額 208

持分法による投資損失 20

その他 230

営業外費用合計 712

経常損失（△） △1,176

税金等調整前四半期純損失（△） △1,176

法人税、住民税及び事業税 36

法人税等調整額 722

法人税等合計 758

少数株主損失（△） △17

四半期純損失（△） △1,917
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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（△） △1,176

減価償却費 1,723

貸倒引当金の増減額（△は減少） 267

賞与引当金の増減額（△は減少） △104

退職給付引当金の増減額（△は減少） △474

商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） △105

店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） △147

受取利息及び受取配当金 △12

支払利息 253

持分法による投資損益（△は益） 20

固定資産除却損 117

売上債権の増減額（△は増加） 1,073

たな卸資産の増減額（△は増加） △369

仕入債務の増減額（△は減少） △963

その他 △715

小計 △612

利息及び配当金の受取額 12

利息の支払額 △326

特別退職金の支払額 △1,082

法人税等の支払額 △292

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,301

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,791

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △0

短期貸付金の増減額（△は増加） △330

敷金及び保証金の差入による支出 △0

敷金及び保証金の回収による収入 2,197

その他 △88

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,013

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） 1,783

長期借入れによる収入 5,000

長期借入金の返済による支出 △2,613

その他 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △148

現金及び現金同等物の期首残高 5,901

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,518

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,271
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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（平成21年３月１日～平成21年５月31日） 

（注）１．事業区分の方法：当社の事業区分は事業内容を勘案して決定しております。 

２．当第１四半期連結会計期間において、当社が株式会社中部近鉄百貨店（持分法適用関連会社）およ

び株式会社和歌山近鉄百貨店を吸収合併したことにより、事業の種類別セグメント情報に係るセグ

メント別の資産が前連結会計年度末と比べ著しく変動しております。なお、期首に受入れた資産の

金額は、「百貨店業」が32,871百万円であります。  

  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

  

当社は、平成21年３月１日付で、株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌山近鉄百貨店を吸収合併いたし

ました。この結果、資本剰余金が1,446百万円増加し、第１四半期連結会計期間末において資本剰余金が1,720百

万円となりました。利益剰余金は763百万円増加しましたが、四半期純損失1,917百万円により1,154百万円減少

し、第１四半期連結会計期間末において利益剰余金が3,910百万円となりました。 

また、自己株式は株式会社和歌山近鉄百貨店から引き継いだことによる増131百万円がありましたが、割当交

付による減286百万円があったため、当第１四半期連結会計期間において154百万円減少し、第１四半期連結会計

期間末において78百万円となっております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
百貨店業 

（百万円）

卸・小売業

（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）

売上高及び営業損益             

売上高             

（１）外部顧客に対する売上高    69,184     1,795     3,121     74,101       －    74,101

（２）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
      22       968     4,200      5,191       (5,191)     － 

計   69,206     2,764     7,322     79,293     (5,191)     74,101

営業損失（△）    △997      △72      △113     △1,183         13     △1,170

〔所在地別セグメント情報〕

〔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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「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 

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  69,860

Ⅱ 売上原価  53,211

売上総利益  16,648

Ⅲ 販売費及び一般管理費  16,264

営業利益  383

Ⅳ 営業外収益  215

 受取利息及び配当金  19

 その他  195

Ⅴ 営業外費用  450

 支払利息  224

 持分法による投資損失  24

 その他  201

経常利益  148

Ⅵ 特別利益  225

 投資有価証券売却益  225

Ⅶ 特別損失  98

その他   98

 税金等調整前四半期純利益  274

 法人税、住民税及び事業税  44

 法人税等調整額  290

 少数株主利益  9

 四半期純損失（△） △70
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前第１四半期連結累計期間（平成21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（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益  274

 減価償却費  1,133

 引当金の減少額 △6,306

 受取利息及び受取配当金 △19

 支払利息  224

 持分法による投資損失  24

 固定資産除却損  108

 投資有価証券売却益 △225

 売上債権の増加額 △343

 たな卸資産の増加額 △1,152

 仕入債務の増加額  891

 その他  5,723

小計  334

 利息及び配当金の受取額  19

 利息の支払額 △322

 法人税等の支払額 △305

営業活動によるキャッシュ・フロー △273

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券・投資有価証券の取得によ
る支出 

△0

 有価証券・投資有価証券の売却によ
る収入  371

 有形・無形固定資産の取得による支
出 

△4,987

 短期貸付金の純増加額 △729

 保証金及び敷金の差入による支出 △871

 保証金及び敷金の返還による収入  194

 その他 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,035
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前年同四半期

（平成21年２月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増加額  7,587

 長期借入れによる収入  5,500

 長期借入金の返済による支出 △8,505

 自己株式の取得による支出 △0

 その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー  4,581

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △1,727

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,935

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  4,208
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