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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 223,999 ― △2,428 ― △2,864 ― △4,239 ―

21年2月期第3四半期 208,925 △3.8 △382 ― △937 ― △420 ―

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 △15.42 ―

21年2月期第3四半期 △1.60 ―

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 180,614 15,975 8.8 57.74
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3四半期  15,873百万円 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

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 ― 0.00 0.00
22年2月期 ― 0.00 ―

22年2月期 
（予想）

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 312,000 11.2 △1,100 ― △1,400 ― △3,000 ― △10.91
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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） 

(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。 

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3四半期 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3四半期  589,964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3四半期 274,925,387株 21年2月期第3四半期 262,762,491株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日～平成21年11月30日）におけるわが国経済は、一部に回復の兆し

が見られるものの、企業業績が落ち込み個人消費も低調のうちに推移いたしました。 

このような状況下、当社は、後方業務の一元化による経営の効率化、商品調達力の強化や販売面におけるノウハ

ウの共有等による営業力の強化を図るため、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

店を吸収合併しました。商品政策面では、５月28日付でＭＤ統括本部を新設し、商品仕入れ業務を一元化すること

により売れ筋商材の確保に取り組みました。また、従来の流通経路を見直し、大手生産企業との直接取引により自

社ブランドの高品質・低価格スーツ「ザ・スーツプラス」を開発し、９月から当社阿倍野店で販売を開始しまし

た。さらに、厳しい経営環境が当面継続するとの認識に基づき、10月９日に収支改善・効率化施策を発表し、これ

に鋭意取り組んでおります。このほか、当社が属しております近畿日本鉄道株式会社を中心とする近鉄グループ全

体で取り組んでいる相互購入活動「ＢＹ近鉄運動」に積極的に取り組みました。 

しかしながら、百貨店業におきましては、前述の合併により売上高は前年同期の実績を上回ったものの、厳しい

経済状況や阿倍野店建替え工事に伴う営業面積の減少もあり、不本意な結果となりました。卸・小売業やその他事

業においても不況の影響を受けたため、前年同期の売上実績を確保するに至りませんでした。一方、人件費をはじ

めとする諸経費の削減に鋭意取り組んでまいりましたが、収入の減少を補うに至らず、百貨店業、卸・小売業にお

いて営業損失を計上することとなりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は前年同期比7.2％増の223,999百万円にとどまり、営業

損失は2,428百万円、経常損失は2,864百万円となりました。これに阿部野橋ターミナルビル旧館建物の撤去工事に

伴う店舗建替損失引当金繰入額などを特別損失に追加計上し、法人税等および法人税等調整額などを加減した結

果、四半期純損失は4,239百万円となりました。 

  

（注）「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期比は参考値として記載しております。  

  

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

合併により、建物等の有形固定資産が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べて28,620百万円増加し、

180,614百万円となりました。 

負債につきましても、資産と同じく合併により短期借入金等を引き継いだため、前連結会計年度末に比べて

30,596百万円増加し、164,638百万円となりました。 

純資産は、資産、負債と同様、合併による増加があった一方、当第３四半期連結累計期間において四半期純損失

を計上したことにより、前連結会計年度末に比べて1,975百万円減少し、15,975百万円となりました。この結果、自

己資本比率は8.8％となり、１株当たり純資産は、57円74銭となりました。 

  

  

  

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が、資金需給を調整した結果4,322百万円となり、前連結会

計年度末に比べて1,578百万円減少しました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,533百万円の支出となりました。これは税金等調整前四半期純損失

となったことや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の支出に対して、減価

償却費等との差引があったことによるものです。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、5,210百万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、3,646百万円の収入となりました。これは固定資産の取得による長期

借入金の増加によるものです。 

  

  

【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
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現時点において、通期の連結業績予想につきましては、平成21年10月９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３四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、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出しております。  

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 4,403 5,982

受取手形及び売掛金 14,825 11,575

商品及び製品 19,843 13,428

仕掛品 73 204

原材料及び貯蔵品 114 110

その他 8,653 8,512

貸倒引当金 △126 △136

流動資産合計 47,788 39,678

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 60,785 42,566

土地 34,253 34,181

その他（純額） 6,804 5,939

有形固定資産合計 101,843 82,687

無形固定資産 2,402 2,361

投資その他の資産   

投資有価証券 6,635 6,780

敷金及び保証金 15,699 15,121

その他 6,979 5,973

貸倒引当金 △734 △608

投資その他の資産合計 28,579 27,267

固定資産合計 132,826 112,315

資産合計 180,614 151,993
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,990 22,688

短期借入金 44,249 23,186

未払法人税等 154 432

商品券 14,555 11,650

預り金 31,837 30,900

賞与引当金 99 177

商品券等引換損失引当金 3,049 2,579

店舗建替損失引当金 2,112 2,139

その他 7,316 9,096

流動負債合計 132,366 102,851

固定負債   

長期借入金 25,243 24,866

退職給付引当金 4,509 3,710

その他 2,518 2,615

固定負債合計 32,272 31,191

負債合計 164,638 134,042

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 1,588 5,064

自己株式 △78 △233

株主資本合計 16,482 18,357

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △609 △537

繰延ヘッジ損益 － 0

評価・換算差額等合計 △609 △537

少数株主持分 102 131

純資産合計 15,975 17,951

負債純資産合計 180,614 151,993
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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 223,999

売上原価 171,007

売上総利益 52,992

販売費及び一般管理費 55,420

営業損失（△） △2,428

営業外収益  

受取利息 21

受取配当金 33

未請求債務整理益 860

固定資産受贈益 297

その他 629

営業外収益合計 1,842

営業外費用  

支払利息 751

商品券等引換損失引当金繰入額 825

持分法による投資損失 141

その他 560

営業外費用合計 2,278

経常損失（△） △2,864

特別損失  

店舗建替損失引当金繰入額 324

減損損失 231

特別損失合計 555

税金等調整前四半期純損失（△） △3,419

法人税、住民税及び事業税 107

法人税等調整額 741

法人税等合計 849

少数株主損失（△） △29

四半期純損失（△） △4,239
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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（△） △3,419

減価償却費 5,326

減損損失 231

貸倒引当金の増減額（△は減少） △53

賞与引当金の増減額（△は減少） △138

退職給付引当金の増減額（△は減少） △602

商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） △39

店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） 48

受取利息及び受取配当金 △55

支払利息 751

持分法による投資損益（△は益） 141

固定資産除却損 281

売上債権の増減額（△は増加） △515

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,293

仕入債務の増減額（△は減少） 251

その他 774

小計 689

利息及び配当金の受取額 55

利息の支払額 △810

特別退職金の支払額 △1,082

法人税等の支払額 △385

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,533

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △81

定期預金の払戻による収入 81

有形及び無形固定資産の取得による支出 △7,552

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 △463

投資有価証券の売却による収入 14

短期貸付金の増減額（△は増加） △293

敷金及び保証金の差入による支出 △98

敷金及び保証金の回収による収入 3,506

その他 △324

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,210

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） △1,228

長期借入れによる収入 9,050

長期借入金の返済による支出 △4,166

その他 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,097

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 4,322
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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（平成21年３月１日～平成21年11月30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３四半期連結累計期間において、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３四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4,239百万円により3,475百万円減少

し、第３四半期連結会計期間末において利益剰余金が1,588百万円となりました。 

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３四半期連結累計期間において154百万円減少し、第３四半期連結会計

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  209,263  5,467  9,269  223,999  －  223,999

（２）セグメント間の 

内部売上高又は振替高  
 69  4,077  9,399  13,546  (13,546)  －

計  209,332  9,544  18,668  237,546  (13,546)  223,999

営業利益又は営業損失（△）  △2,581  △39  25  △2,595  167  △2,428

〔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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①補償金の収受 

当社阿倍野店が入居する阿部野橋ターミナルビルの旧館建物部分は、建物所有者である近畿日本鉄道株式会

社が平成26年春の竣工を目指して建替工事を進めておりますが、当該建替工事による営業面での支障が長期間

にわたることから同社と協議し、平成21年12月25日開催の当社取締役会において、営業補償金2,866百万円を

収受することを決議いたしました。これに伴い、第116期連結会計年度（平成21年３月１日から平成22年２月

28日まで）において、2,866百万円を特別利益に計上する予定であります。 

  

②希望退職者の募集 

当社は、平成21年12月25日開催の取締役会において、希望退職者の募集を行うことを決議いたしました。 

  

ａ．希望退職者募集の理由 

現下の厳しい経営環境に対応すべく固定費の削減を図るため実施します。 

  

ｂ．希望退職者募集の概要 

募集対象者  35才以上59才未満の社員 

募集人員   400名程度 

募集期間   平成22年２月１日から平成22年２月28日まで 

退職日    平成22年３月31日 

優遇措置   所定の退職金に特別加算金を上乗せ支給します。また、希望者に対しては再就職支援会

社を通じた再就職支援を行います。 

  

 ｃ．希望退職による損失の見込み 

希望退職者募集に伴う特別加算金の支払いにより、第116期連結会計年度（平成21年３月１日から平

成22年２月28日まで）において特別損失を計上する予定でありますが、現時点では応募者数が未確定の

ため、損益に与える影響は未定であります。  

（７）重要な後発事象
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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３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

  

  

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  208,925

Ⅱ 売上原価  158,640

売上総利益  50,285

Ⅲ 販売費及び一般管理費  50,667

営業損失（△） △382

Ⅳ 営業外収益  1,281

受取利息及び配当金   66

その他   1,215

Ⅴ 営業外費用  1,837

支払利息   694

持分法による投資損失  65

その他   1,077

経常損失（△） △937

Ⅵ 特別利益   225

投資有価証券売却益  225

Ⅶ 特別損失   524

事業損失   418

固定資産除却損   106

税金等調整前四半期純損失（△） △1,237

法人税、住民税及び事業税   163

法人税等調整額  △1,007

少数株主利益   27

四半期純損失（△）  △420
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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損失（△）  △1,237

減価償却費   3,584

事業損失   418

引当金の減少額  △7,573

受取利息及び受取配当金  △66

支払利息   694

持分法による投資損失  65

固定資産除却損   336

投資有価証券売却益  △225

売上債権の増加額  △1,654

たな卸資産の増加額  △2,088

仕入債務の増加額   2,747

その他  △922

小計 △5,922

利息及び配当金の受取額   66

利息の支払額  △780

法人税等の支払額  △785

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,421
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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）

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 △93

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  △8,877

有形・無形固定資産の売却による収入  6

短期貸付金の純増加額 △8

保証金及び敷金の差入による支出  △903

保証金及び敷金の返還による収入   8,822

その他  △596

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,279

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  13,489

長期借入れによる収入  7,620

長期借入金の返済による支出  △12,539

自己株式の取得による支出  △1

その他  △2

財務活動によるキャッシュ・フロー  8,565

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △134

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  5,800

㈱近鉄百貨店(8244)　平成22年2月期　第3四半期決算短信

13


	さまり１２・３１更新
	定性・財表・注記１・１１
	定性的１・１１
	ＴＤ財表　１・７
	ＴＤ　ＢＳ　１２・２８
	ＴＤ　ＰＬ
	ＴＤ　ＣＦ　１・７

	注記１．９




