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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11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2月期第3四半期 30,906 ― △196 ― △549 ― △835 ―

21年2月期第3四半期 36,158 △3.7 596 △42.3 368 △23.2 266 ―

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3四半期 △14.88 ―

21年2月期第3四半期 4.73 ―

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3四半期 57,799 17,648 30.5 314.22
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3四半期  17,648百万円 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

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2月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年2月期 ― 0.00 ―

22年2月期 
（予想）

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 43,300 △9.9 100 △87.1 △310 ― △620 ― △11.04
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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、５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 本資料に記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3四半期 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3四半期  453,049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3四半期 56,170,423株 21年2月期第3四半期 56,216,953株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機を背景とした景気の悪化に底打ち

の兆しが見られ、一部の経済指標に改善の傾向が示されておりますが、急速な円高の進行や、引き続く株

式市場の低迷から景気の二番底に陥るリスクが高まるなど、先行きの不透明感を払拭するまでには至ら

ず、依然停滞したまま推移いたしました。 

こうした中、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、緩やかなデフレ状

況下、所得環境の低下や雇用不安の更なる強まりにより消費者の低価格・節約志向が一段と高まり、引き

続き高額品を中心に商況は厳しく全国百貨店売上は21ヶ月連続で前年割れとなりました。 

当社が位置する名古屋地区百貨店におきましても、同業・他業態を含めた競合激化に加えて天候不順に

より主力商品であります衣料品の動きが鈍化するなど、全国百貨店と同様に低調でありました。 

このような状況下、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は309億６百万円（前年同期比

85.5%）となりました。また、利益面につきましては、営業損失１億９千６百万円（前年同期は営業利益

５億９千６百万円）、経常損失５億４千９百万円（前年同期は経常利益３億６千８百万円）、四半期純損

失８億３千５百万円（前年同期は四半期純利益２億６千６百万円）を計上するなど、極めて遺憾な結果と

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。 

（百貨店業） 

百貨店業におきましては、お客様とともに歩む百貨店として、″もっと身近に もっとマルエイ。″

をキャッチフレーズに愛される店づくりを目指し、グランドリニューアルオープンから10周年を迎えた

食料品売場やヤング・ニューキャリアゾーンでの10周年記念催事や、消費者の関心度が高い「スーツ下

取りセール」を開催するなど集客力の強化に努めました。また、インターネット販売においては新規シ

ョッピングサイト「s-maruei」（エスマルエイ）を開設し、話題性のある情報や流行を配信するなど新

しい情報ツールとしての活用に積極的に取り組み、新規顧客の開拓や売上高の向上を目指しました。 

しかしながら非常に厳しい環境下、売上高は274億１千３百万円（前年同期比 84.9%）となり、これ

に対処すべく、引き続き経費の圧縮に努めましたものの、営業損失６億７千１百万円（前年同期は営業

損失１億８百万円）と誠に不本意な結果となりました。  

（不動産賃貸業） 

不動産賃貸業におきましては、不動産市況の低迷に対応すべく空室率の低減などに鋭意努め、売上高

は17億４千５百万円（前年同期比 101.4%）となり、営業利益は４億４千３百万円（前年同期比 

81.9%）となりました。 

（運送業） 

運送業におきましては、経済環境の悪化や企業業績の低下に伴う大幅な受注減や同業他社との厳しい

競合により、売上高は７億６千７百万円（前年同期比 77.3%）となり、コスト低減に努めましたものの

営業損失０百万円（前年同期は営業利益２千５百万円）となりました。 

（その他の事業） 

その他の事業におきましては、飲食業での低価格志向の強まりや新型インフルエンザの流行による各

種行事の自粛が影響し、売上高は９億８千万円（前年同期比 83.7%）となり、一層の経費節減に努めま

したが、営業損失３千３百万円（前年同期は営業損失３千３百万円）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。 

【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
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当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ59億３千４百万円増加し577億９千９百万円と

なりました。これは流動資産が４億４千８百万円減少し、固定資産が63億５百万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16億１千３百万円増加したことなどによります。 

当第３四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ69億６千４百万円増加し401億５千万円とな

りました。これは流動負債が20億５千２百万円増加し、固定負債が49億１千２百万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40億円増加したことなどによります。 

当第３四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億２千９百万円減少し176億４千８百万

円となりました。これは利益剰余金が10億４百万円減少したことなどによります。 

業績予想に関しましては、平成21年10月13日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

より変更はございません。 
  

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３四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３四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、第２四半期連結会

計期間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３四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。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（1）資産

（2）負債

（3）純資産

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
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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。 

 なお、第１四半期連結会計期間から「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部

を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きによ

り、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

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、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 平成18年７月５日公表分）が適用されたことに伴い、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、当第３四半期連結累計期間の営業損

失、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、賃貸借取引に係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（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財

務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会

計基準等を早期適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。また、所有

権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。この変更が当第３四半期連結累計期間

の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）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３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,577 2,005

受取手形及び売掛金 1,526 1,158

商品 1,296 1,376

その他 1,319 1,471

貸倒引当金 △168 △13

流動資産合計 5,550 5,999

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,888 14,198

土地 31,931 27,554

その他（純額） 441 421

有形固定資産合計 46,260 42,173

無形固定資産   

のれん 1,613 －

その他 135 141

無形固定資産合計 1,749 141

投資その他の資産   

投資有価証券 3,520 2,609

その他 620 920

貸倒引当金 △14 △14

投資その他の資産合計 4,127 3,516

固定資産合計 52,136 45,831

繰延資産 111 33

資産合計 57,799 51,864

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,582 3,304

短期借入金 3,868 2,594

1年内返済予定の長期借入金 4,763 4,392

1年内償還予定の社債 740 850

未使用商品券等引当金 648 713

その他の引当金 182 67

その他 3,457 3,269

流動負債合計 17,242 15,190

固定負債   

社債 5,375 1,375

長期借入金 8,911 9,385

再評価に係る繰延税金負債 4,576 4,576
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

退職給付引当金 607 587

その他 3,438 2,072

固定負債合計 22,908 17,995

負債合計 40,150 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 836 1,840

自己株式 △104 △100

株主資本合計 10,968 11,976

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △71 △49

土地再評価差額金 6,751 6,751

評価・換算差額等合計 6,679 6,701

純資産合計 17,648 18,678

負債純資産合計 57,799 51,864
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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：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 30,906

売上原価 24,066

売上総利益 6,839

販売費及び一般管理費 7,036

営業損失（△） △196

営業外収益  

受取利息 7

持分法による投資利益 31

売場改装協力金 28

その他 59

営業外収益合計 127

営業外費用  

支払利息 288

その他 191

営業外費用合計 480

経常損失（△） △549

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 58

その他 6

特別損失合計 65

税金等調整前四半期純損失（△） △613

法人税等 222

四半期純損失（△） △835
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30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（△） △613

減価償却費 906

のれん償却額 55

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 △23

支払利息 288

持分法による投資損益（△は益） △31

売上債権の増減額（△は増加） △367

たな卸資産の増減額（△は増加） 86

仕入債務の増減額（△は減少） 278

その他 552

小計 992

利息及び配当金の受取額 27

利息の支払額 △256

法人税等の支払額 △57

営業活動によるキャッシュ・フロー 706

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 366

投資有価証券の取得による支出 △907

有形固定資産の取得による支出 △238

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△4,620

その他 △58

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,459

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） 1,274

長期借入れによる収入 4,000

長期借入金の返済による支出 △4,103

社債の発行による収入 4,201

社債の償還による支出 △820

配当金の支払額 △167

その他 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △373

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 1,571
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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。 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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 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 平成18年７月

５日公表分）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、当第３四半期連結累計期間の営業損失が「百貨店業」にお

いて２百万円増加しております。 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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

27,413 1,745 767 980 30,906 ─ 30,906

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

3 129 515 108 756 （756） ─

計 27,416 1,874 1,283 1,089 31,663 （756） 30,906

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△671 443 △０ △33 △262 65 △196

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３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30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３四半期)

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 36,158

Ⅱ 売上原価 28,225

   売上総利益 7,933

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,337

   営業利益 596

Ⅳ 営業外収益 256

Ⅴ 営業外費用 484

   経常利益 368

Ⅵ 特別利益 67

Ⅶ 特別損失 175

   税金等調整前 
   四半期純利益

260

   税金費用 △5

   四半期純利益 266
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前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30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３四半期)

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 260

   減価償却費 893

   未使用商品券等引当金の減少額 △71

   売上債権の増加額 △585

   仕入債務の増加額 595

   その他 256

    小計 1,349

   利息及び配当金の受取額 32

   利息の支払額 △431

   法人税等の支払額 △8

  営業活動によるキャッシュ・フロー 941

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 △7

   投資有価証券の売却による収入 30

   有形固定資産の取得による支出 △432

   有形固定資産の売却による収入 0

   差入保証金の返還による収入 84

   その他 69

  投資活動によるキャッシュ・フロー △254

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 1,402

   長期借入による収入 8,210

   長期借入金の返済による支出 △12,444

   社債の償還による支出 △445

   配当金の支払額 △167

   その他 △21

  財務活動によるキャッシュ・フロー △3,466

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △2,779

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 1,677
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前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～平成20年11月30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。 

前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～平成20年11月30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。 

前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～平成20年11月30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

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

32,274 1,720 992 1,171 36,158 ─ 36,158

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

3 132 692 99 928 (928) ─

計 32,278 1,853 1,684 1,270 37,087 (928) 36,158

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△108 541 25 △33 425 170 596

２ 所在地セグメント

３ 海外売上高
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