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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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3月期第1四半期 20,967 △9.9 △326 ― △398 ― △263 ―

21年3月期第1四半期 23,283 ― △325 ― △332 ― △296 ―

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3月期第1四半期 △5.70 ―

21年3月期第1四半期 △6.43 ―

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3月期第1四半期 48,578 10,417 21.2 223.37
21年3月期 49,159 10,678 21.5 229.07

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,310百万円 21年3月期  10,574百万円

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3月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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  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

44,100 △8.6 △400 ― △500 ― △550 ― △11.91

通期 92,200 △7.2 500 143.4 300 ― 200 ― 4.33



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 

業績予想につきましては、平成21年5月11日の決算発表時の業績予想からの変更はありません。 
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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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3月期第1四半期 46,246,500株 21年3月期  46,246,500株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  86,142株 21年3月期  84,815株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 46,160,956株 21年3月期第1四半期 46,168,355株



当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融・経済危機による景気後退が続くなか、在庫調整の進展や生

産、輸出に持ち直しの動きが一部見られるものの、企業業績の不振による雇用不安や所得減少に対する懸念から個人

消費の回復は鈍く、先行きは依然不透明な状況となっております。 

百貨店業界におきましても、消費者の生活防衛意識の高まりから主力の衣料品や高額品を中心に売上の不振が続い

ており、売上高は前年実績を下回る厳しい状況で推移しております。 

このような状況のもと、現状の業務を徹底的に見直し、収益構造の改革とコスト削減を進めることで利益体質の強

化を図っていくとともに、さらに地元のお客さまに愛される百貨店として、お客さまにとっての真のマイストアとし

ての「岩田屋ブランド」の確立を目指してまいりました。 

しかしながら、非常に厳しい経営環境のもと個人消費の伸び悩みの影響も大きく、当第１四半期の業績は、売上高

20,967百万円（前年同期比9.9％減）、営業損失326百万円（前年同期は営業損失325百万円）、経常損失398百万円

（前年同期は経常損失332百万円）、四半期純損失263百万円（前年同期は四半期純損失296百万円）となりました。 

  

当第１四半期末の総資産は、48,578百万円となり、前連結会計年度末に比べて580百万円減少しました。これは主

に、受取手形及び売掛金の減少並び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、38,161百万円となり、前連結会計年度末に比べて319百万円減少しました。これは主に、商品券及び商品券

回収損引当金の減少によるものです。 

なお、純資産は261百万円減少し、10,417百万円となり、自己資本比率は21.2％となりました。  

  

現時点においては、平成21年５月11日の決算発表時の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想から変更はあり

ません。 

（注）上記の業績予想は、この資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績

は今後の様々な要因により、予想数値と異なる結果となる可能性がありますことをご承知おきください。   

  

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費の算定方法） 

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。 

  

重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更  

当社は、従来、本店以外の建物については定率法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より定額

法に、また、本店の構築物については定額法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より定率法にそ

れぞれ変更しております。 

なお、この変更は当社の親会社（株式会社三越伊勢丹ホールディングス）との会計処理方法を統一することを

目的とし、システム等の準備が完了したため、当第１四半期連結会計期間より変更するものであります。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞ

れ16百万円減少しております。 

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



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６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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 994 1,222

受取手形及び売掛金 4,221 4,564

商品及び製品 4,256 4,065

原材料及び貯蔵品 79 91

その他 2,761 2,678

貸倒引当金 △32 △32

流動資産合計 12,281 12,590

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,343 9,509

その他（純額） 1,372 1,399

有形固定資産合計 10,715 10,908

無形固定資産 38 32

投資その他の資産   

敷金及び保証金 23,319 23,356

その他 3,443 3,497

貸倒引当金 △1,220 △1,225

投資その他の資産合計 25,543 25,627

固定資産合計 36,297 36,569

資産合計 48,578 49,159



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,077 6,235

短期借入金 17,200 15,900

未払法人税等 42 75

商品券 7,029 7,212

賞与引当金 77 1

ポイント引当金 941 930

商品券回収損引当金 492 555

その他 5,070 5,316

流動負債合計 35,932 36,227

固定負債   

退職給付引当金 2,171 2,162

役員退職慰労引当金 0 56

その他 57 34

固定負債合計 2,229 2,253

負債合計 38,161 38,481

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 1,366 1,629

自己株式 △22 △21

株主資本合計 10,310 10,574

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

評価・換算差額等合計 △0 △0

少数株主持分 106 103

純資産合計 10,417 10,678

負債純資産合計 48,578 49,159



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 23,283 20,967

売上原価 16,740 15,123

売上総利益 6,542 5,844

販売費及び一般管理費 6,868 6,170

営業損失（△） △325 △326

営業外収益   

受取利息 9 8

受取配当金 4 3

持分法による投資利益 40 －

その他 25 17

営業外収益合計 80 29

営業外費用   

支払利息 68 46

持分法による投資損失 － 39

その他 19 15

営業外費用合計 87 101

経常損失（△） △332 △398

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5 5

その他 － 0

特別利益合計 5 5

特別損失   

たな卸資産評価損 206 －

株式交換関連費用 － 25

その他 0 4

特別損失合計 206 30

税金等調整前四半期純損失（△） △534 △424

法人税等 △239 △163

少数株主利益 1 2

四半期純損失（△） △296 △263



 該当事項はありません。 

  

 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
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