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1.  平成22年1月期第3四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年10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3四半期 17,280 ― 33 ― △14 ― 0 ―
21年1月期第3四半期 18,397 △0.1 198 △5.9 121 △0.7 △74 ―

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3四半期 0.08 ―
21年1月期第3四半期 △7.77 ―

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3四半期 19,632 7,232 36.7 750.57
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3四半期  7,201百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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  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

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  無  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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3四半期 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3四半期  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3四半期 9,596,443株 21年1月期第3四半期 9,606,519株
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当第３四半期連結累計会計期間におけるわが国経済は、企業収益や設備投資が低水準にとどまるなか、
雇用情勢の悪化・個人消費の低迷などにより、依然として厳しい状況が続きました。 
 百貨店業界におきましては、個人消費の低迷に伴い主力の衣料品などの売り上げが伸び悩み、売上高は
前年を大きく下回り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、「ワールドジュエリー＆ウォッチフェア」をはじめ「味と技の
九州展」や「おめざフェア」、さらに第４回目の開催となる「ラーメンファンタジスタ」等の主力催事を
展開し、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、積極的な営業活動による集客力の向上と売上の拡大に努めてまいりました。 
 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は17,280百万円（前年同期比6.1％減）、営業利益33百
万円（前年同期比83.2％減）、経常損失14百万円（前年同期実績 経常利益121百万円）、四半期純利益
０百万円（前年同期実績 四半期純損失74百万円）の計上となりました。 
  
  

(1)資産、負債及び純資産の状況 
当第３四半期連結会計期間末の資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金等の増加により、前連結会

計年度末と比べ329百万円増加して19,632百万円となりました。負債は、短期借入金等の増加により、前
連結会計年度末と比べ398百万円増加して12,400百万円となりました。純資産は、利益剰余金等の減少に
より、前連結会計年度末と比べ68百万円減少して7,232百万円となりました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 
当第３四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72百万円増加し

て767百万円となりました。 
  
当第３四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35百万円、減価償却費329百万

円、商品券回収損引当金の減少額66百万円等の調整と、売上債権250百万円の増加、法人税等の支払額
199百万円等により、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、有形固定資産の取得や敷金及び保証金の差入等により、73百

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219百万円等により、148百万円の収入とな

りました。 

  

 平成21年９月９日付の「平成22年１月期 第２四半期決算短信」において公表いたしました、平成22
年１月期の業績予想から変更はございません。 

  

・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３四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３四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利
益が5,835千円それぞれ減少し、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が5,835千円それぞれ増加し
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３四半期連結会計期間末
(平成21年10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 768,710 696,483

受取手形及び売掛金 1,369,844 1,119,496

商品 1,382,122 1,351,573

原材料 7,685 8,774

繰延税金資産 186,190 136,637

その他 165,409 94,470

貸倒引当金 △18,739 △18,873

流動資産合計 3,861,223 3,388,563

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,220,155 5,495,106

土地 9,533,921 9,533,921

その他 186,818 100,231

有形固定資産合計 14,940,895 15,129,259

無形固定資産 50,740 11,940

投資その他の資産   

投資有価証券 110,381 128,290

繰延税金資産 287,150 275,296

敷金及び保証金 181,984 139,363

その他 217,869 248,135

貸倒引当金 △17,950 △17,950

投資その他の資産合計 779,435 773,135

固定資産合計 15,771,071 15,914,335

資産合計 19,632,294 19,302,898

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,776,729 1,553,508

短期借入金 6,379,500 5,788,960

未払法人税等 22,734 133,193

商品券 895,878 936,390

賞与引当金 100,341 62,137

商品券回収損引当金 128,072 194,573

その他 1,449,769 1,460,600

流動負債合計 10,753,024 10,129,364

固定負債   

長期借入金 490,000 861,160

再評価に係る繰延税金負債 264,112 264,112

退職給付引当金 631,598 620,054

長期預り保証金 129,242 127,242

その他 132,109 －

固定負債合計 1,647,063 1,872,569

負債合計 12,400,087 12,001,933
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10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 1,548,902 1,605,688

自己株式 △14,969 △13,777

株主資本合計 6,818,930 6,876,908

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,953 3,720

土地再評価差額金 389,630 389,630

評価・換算差額等合計 382,677 393,350

少数株主持分 30,598 30,705

純資産合計 7,232,206 7,300,965

負債純資産合計 19,632,294 19,302,898
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 17,280,003

売上原価 13,188,283

売上総利益 4,091,720

その他の営業収入 142,169

営業総利益 4,233,890

販売費及び一般管理費 4,200,579

営業利益 33,310

営業外収益  

受取利息 734

受取配当金 1,255

債務勘定整理益 13,567

保険解約返戻金 6,771

その他 4,099

営業外収益合計 26,428

営業外費用  

支払利息 46,503

その他 27,409

営業外費用合計 73,912

経常損失（△） △14,174

特別利益  

固定資産受贈益 7,697

特別利益合計 7,697

特別損失  

固定資産除却損 19,195

リース解約損 10,112

特別損失合計 29,308

税金等調整前四半期純損失（△） △35,785

法人税、住民税及び事業税 5,176

過年度法人税等 12,500

法人税等調整額 △54,172

法人税等合計 △36,496

少数株主損失（△） △106

四半期純利益 817
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10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（△） △35,785

減価償却費 329,385

貸倒引当金の増減額（△は減少） △134

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,204

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,543

商品券回収損引当金の増減額（△は減少） △66,500

受取利息及び受取配当金 △1,989

支払利息 46,503

有形固定資産除却損 19,245

売上債権の増減額（△は増加） △250,347

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,464

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,296

仕入債務の増減額（△は減少） 225,221

未払消費税等の増減額（△は減少） △28,499

その他の流動負債の増減額（△は減少） △27,444

その他 28,862

小計 257,504

利息及び配当金の受取額 1,987

利息の支払額 △44,007

役員退職慰労金の支払額 △19,522

法人税等の支払額 △199,239

法人税等の還付額 38

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,238

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 △144,308

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 △43,000

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 2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,330

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） 650,000

長期借入金の返済による支出 △430,620

自己株式の取得による支出 △1,191

配当金の支払額 △57,424

リース債務の返済による支出 △11,967

財務活動によるキャッシュ・フロー 148,795

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） 72,227

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 767,571
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年10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３四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年10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３四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年10月31日） 
 海外売上高ががないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年10月31日） 
 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

－  9 －

㈱ながの東急百貨店（９８２９）　平成２２年１月期　第３四半期決算短信



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」

前第３四半期連結会計期間 

(自 平成20年２月１日 

  至 平成20年10月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 18,397,025

Ⅱ 売上原価 13,982,036

   売上総利益 4,414,988

Ⅲ その他の営業収入 144,806

   営業総利益 4,559,794

Ⅳ 販売費及び一般管理費 4,361,609

   営業利益 198,184

Ⅴ 営業外収益

 １ 受取利息 1,186

 ２ 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 特別利益 55,461

Ⅷ 特別損失 303,458

   税金等調整前四半期純損失(△) △126,163

   税金費用 △51,431

   少数株主損失(△) △42

   四半期純損失(△) △74,689

－  10 －

㈱ながの東急百貨店（９８２９）　平成２２年１月期　第３四半期決算短信


	コピー ～ 第３四半期決算短信
	uji
	短信.pdf

	第３四半期決算短信.pdf
	uji
	短信.pdf

	コピー
	コピー ～ 第３四半期決算短信
	uji
	短信.pdf

	第３四半期決算短信.pdf
	uji
	短信.pdf





