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1.  平成22年1月期第2四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年7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1月期第2四半期 11,445 ― △1 ― △21 ― △16 ―
21年1月期第2四半期 12,263 △1.6 169 △19.4 123 △22.5 △148 ―

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2四半期 △1.69 ―
21年1月期第2四半期 △15.41 ―

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2四半期 18,932 7,221 38.0 749.45
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2四半期  7,190百万円 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 ― 0.00
22年1月期 

（予想）
― 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  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

通期 24,037 △4.9 159 △55.9 115 △61.6 46 ― 4.89
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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2四半期 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2四半期  50,371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2四半期 9,567,256株 21年1月期第2四半期 9,607,579株
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当第２四半期連結累計会計期間におけるわが国経済は、昨年秋からの世界的な景気後退の影響を受け、
生産や輸出が急速に落ち込む中、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、景気悪化による先行き不安から消費マインドが著しく冷え込み、ファッシ
ョン衣料や宝飾品・美術品などの高額品にとどまらず全てのカテゴリーの売上が前年実績を下回り、業界
全体の売上は過去に例がないほどの下げ幅で推移いたしました。 
 このような厳しい環境のもとで当社は、経済環境の変化に対応すべく、百貨店品質でかつ魅力的な価格
設定の商品「ほっとプライス」の展開を拡大し、景況に即した商品政策への取り組みを強化いたしまし
た。また、集客面においては、バレンンタインギフトフェア「ショコラ ダムール」や「初夏の北海道物
産展」などにおいて、人気商品の数量拡大や新規商品の投入など内容の充実を図り、お客様の期待に応え
てまいりました。加えて、本年は７年に一度の善光寺御開帳や国際青年会議所アジア太平洋会議の長野市
での開催をビジネスチャンスと捉え、食料品の名産品コーナーを拡大するなど、売上の拡大に努めてまい
りました。 
 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は11,145百万円（前年同期比6.7％減）、営業損失１百
万円（前年同期実績 営業利益169百万円）、経常損失22百万円（前年同期実績 経常利益123百万円）、
四半期純損失16百万円（前年同期実績 四半期純損失148百万円）を計上となりました。 
  
  

(1)資産、負債及び純資産の状況 
当第２四半期連結会計期間末の資産は、現金及び預金残高の減少や商品在庫の減少等により、前連結会

計年度末と比べて370百万円減少して18,932百万円となりました。負債は、借入金の減少等により、前連
結会計年度末と比べて291百万円減少して11,710百万円となりました。純資産は、利益剰余金の減少等に
より、前連結会計年度末と比べて79百万円減少して7,221百万円となりました。 

  

(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120百万円減少

して574百万円となりました。 
  
当第２四半期連結累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42百万円に、減価償却費218百万

円、たな卸資産の増加額180百万円等の調整と、法人税等の支払額121百万円等により、256百万円の収
入となりました。 
  

(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122百万円、敷金及び保証金の差入による支出40百万円等により、49百万
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、長短借入金の純減262百万円、配当金の支払額56百万円等によ
り、327百万円の支出となりました。 

  

 平成21年６月９日付の「平成22年１月期 第１四半期決算短信」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２四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。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益は23,743千
円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が23,743千円それぞれ増加しておりま
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２四半期連結会計期間末
(平成21年７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１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 575,638 696,483

受取手形及び売掛金 1,089,968 1,119,496

商品 1,173,194 1,351,573

原材料 7,621 8,774

繰延税金資産 162,623 136,637

その他 118,707 94,470

貸倒引当金 △15,087 △18,873

流動資産合計 3,112,666 3,388,563

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,319,327 5,495,106

土地 9,533,921 9,533,921

その他 130,359 100,231

有形固定資産合計 14,983,609 15,129,259

無形固定資産 52,357 11,940

投資その他の資産   

投資有価証券 121,207 128,290

繰延税金資産 281,848 275,296

敷金及び保証金 178,984 139,363

その他 219,570 248,135

貸倒引当金 △17,950 △17,950

投資その他の資産合計 783,660 773,135

固定資産合計 15,819,627 15,914,335

資産合計 18,932,293 19,302,898

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,571,124 1,553,508

短期借入金 5,807,240 5,788,960

未払法人税等 13,341 133,193

商品券 925,836 936,390

賞与引当金 48,206 62,137

商品券回収損引当金 150,778 194,573

その他 1,503,317 1,460,600

流動負債合計 10,019,844 10,129,364

固定負債   

長期借入金 580,000 861,160

再評価に係る繰延税金負債 264,112 264,112

退職給付引当金 629,262 620,054

長期預り保証金 128,242 127,242

その他 89,126 －

固定負債合計 1,690,744 1,872,569

負債合計 11,710,588 12,001,933
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年７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 1,531,781 1,605,688

自己株式 △14,969 △13,777

株主資本合計 6,801,809 6,876,908

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △501 3,720

土地再評価差額金 389,630 389,630

評価・換算差額等合計 389,129 393,350

少数株主持分 30,765 30,705

純資産合計 7,221,705 7,300,965

負債純資産合計 18,932,293 19,302,898
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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21年２月１日 
  至 平成21年７月31日) 

売上高 11,445,584

売上原価 8,753,880

売上総利益 2,691,704

その他の営業収入 94,989

営業総利益 2,786,693

販売費及び一般管理費 2,787,696

営業損失（△） △1,002

営業外収益  

受取利息 573

受取配当金 1,255

保険解約返戻金 6,771

債務勘定整理益 6,415

その他 3,566

営業外収益合計 18,581

営業外費用  

支払利息 31,951

その他 7,627

営業外費用合計 39,578

経常損失（△） △21,999

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

リース解約損 10,112

特別損失合計 25,866

税金等調整前四半期純損失（△） △42,469

法人税、住民税及び事業税 3,450

法人税等調整額 △29,676

法人税等合計 △26,226

少数株主利益 60

四半期純損失（△） △16,303
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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21年２月１日 
 至 平成21年７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（△） △42,469

減価償却費 218,898

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,786

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,931

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,208

商品券回収損引当金の増減額（△は減少） △43,795

受取利息及び受取配当金 △1,828

支払利息 31,951

有形固定資産除却損 15,753

売上債権の増減額（△は増加） 29,527

たな卸資産の増減額（△は増加） 180,828

その他の流動資産の増減額（△は増加） △23,837

仕入債務の増減額（△は減少） 18,683

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,683

その他の流動負債の増減額（△は減少） 40,982

その他 27,629

小計 431,132

利息及び配当金の受取額 1,826

利息の支払額 △34,804

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 256,772

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 △122,912

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

差入保証金の回収による収入 379

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 △49,935

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） 150,000

長期借入金の返済による支出 △412,880

自己株式の取得による支出 △1,191

配当金の支払額 △56,775

リース債務の返済による支出 △6,835

財務活動によるキャッシュ・フロー △327,683

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △120,845

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 574,498
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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２四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年７月31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２四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年７月31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２四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年７月31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）中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

前中間連結会計期間 

(自 平成20年２月１日 

  至 平成20年７月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 12,263,945

Ⅱ 売上原価 9,312,612

   売上総利益 2,951,333

Ⅲ その他の営業収入 95,971

   営業総利益 3,047,304

Ⅳ 販売費及び一般管理費 2,877,939

   営業利益 169,365

Ⅴ 営業外収益

 １ 受取利息 1,186

 ２ 受取配当金 1,245

 ３ 事業保険料 

   解約返戻金
3,071

 ４ 負ののれん償却額 1,143

 ５ その他 2,266 8,912

Ⅵ 営業外費用

 １ 支払利息 47,497

 ２ その他 7,532 55,030

   経常利益 123,247

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 3,738

 ２ 投資有価証券評価損 81,209

 ３ 商品券回収損 

   引当金繰入額
199,147

 ４ その他 9,154 293,249

   税金等調整前 

   中間純損失(△)
△170,001

   法人税、住民税 

   及び事業税額
41,270

   法人税等調整額 △63,692 △22,422

   少数株主利益 497

   中間純損失(△) △148,076
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（2）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前中間連結会計期間 

(自 平成20年２月１日 

 至 平成20年７月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益  

   又は中間純損失(△)
△170,001

 ２ 減価償却費 213,459

 ３ 負ののれん償却額 △1,143

 ４ 貸倒引当金の増加額 4,741

 ５ 賞与引当金の増減額 △1,426

 ６ 役員賞与引当金の減少額 △7,500

 ７ 商品券回収損引当金の増加額 160,752

 ８ 退職給付引当金の増減額 35,579

 ９ 受取利息及び配当金 △2,431

 10 支払利息 47,497

 11 有形固定資産売却損 179

 12 有形固定資産除却損 3,930

 13 投資有価証券評価損 81,209

 14 その他の資産評価損 6,000

 15 売上債権の増減額 △72,182

 16 たな卸資産の増減額 71,649

 17 その他の流動資産の増減額 △12,554

 18 仕入債務の増減額 △57,248

 19 未払消費税等の減少額 △10,880

 20 その他の流動負債の増減額 33,144

 21 その他の営業活動による 

   キャッシュ・フロー
20,213

   小計 342,988

 22 利息及び配当金の受取額 2,430

 23 利息の支払額 △38,470

 24 法人税等の支払額 △46,730

 25 法人税等の還付額 34

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
260,252
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前中間連結会計期間 

(自 平成20年２月１日 

 至 平成20年７月31日)

区分 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △42,487

 ２ 有形固定資産の売却による収入 11,507

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △1,040

 ４ 差入保証金の返還による収入 400

 ５ 預り保証金の返還による支出 △21,010

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△52,630

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の増加額(純額) 430,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △604,880

 ３ 自己株式の取得による支出 △988

 ４ 配当金の支払額 △57,487

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
△233,355

Ⅳ 現金及び現金同等物 

  に係る換算差額
―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △25,733

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 742,259

Ⅶ 現金及び現金同等物 

  中間期末(期末)残高
716,525
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