
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス 上場取引所 東 福 
コード番号 3099 URL http://www.imhds.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長執行役員 （氏名） 石塚 邦雄

問合せ先責任者 （役職名）
管理本部総務部コーポレートコミュニ
ケーショングループ長 （氏名） 鈴木 康弘 TEL 03-5843-5115

四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 978,560 △11.2 8,352 △58.2 18,956 △39.0 △10,475 ―
21年3月期第3四半期 1,101,692 ― 20,005 ― 31,062 ― 15,752 ―

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3四半期 △26.87 △26.87
21年3月期第3四半期 40.62 40.61

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3四半期 1,397,011 474,496 33.2 1,176.11
21年3月期 1,351,633 489,740 35.2 1,225.85

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  463,966百万円 21年3月期  475,369百万円

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3月期 ― ― ― 14.00 14.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想） 10.00 10.00

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  
平成21年12月18日に公表いたしました平成22年3月期の業績予想を修正しております。 

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 1,270,000 △11.0 2,000 △89.8 15,000 △57.2 0 ― 0.00
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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、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。 

(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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。実際の業績等に影響を及ぼす可能性のある重要な要因には、当社グループを取り
巻く需要動向、為替レートの変動、公的規制、自然災害・事故等がありますが、これらに限られるものではありません。 
２．「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3月期第3四半期 394,578,374株 21年3月期  387,859,022株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  84,756株 21年3月期  69,981株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 389,798,555株 21年3月期第3四半期 387,798,759株
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【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 

当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、景況感の底打

ちを示す指標も出始めておりますが、急速な景気回復は見込めず、雇用や個人消費の情況は停滞したまま推移

いたしました。 

百貨店業界におきましては、同業・他業態との競争激化に加え、消費者の低価格・節約志向の高まりの影響

で、売上高が平成20年３月より22ヶ月連続で前年割れとなるなど、業界売上は縮小の一途を辿っております。 

このような状況の下、当社グループは「常に上質であたらしいライフスタイルを創造し、お客さまの生活の

中のさまざまなシーンでお役に立つことを通じて、お客さま一人ひとりにとっての生涯にわたるマイデパート

メントストアとなり、高収益で成長し続ける世界随一の小売サービス業グループ」の実現に向け、営業力の強

化と業務効率の向上に向けた取組みを、各事業において以下のとおり行ってまいりました。 

中核の百貨店業におきましては、最高レベルのサービスと商品のご提供に努めてまいりました。各店舗にお

いて、お客さまのご要望から仮説をたて、検証を重ね、新しい顧客やニーズの開拓と購買心理の深堀を進めて

います。なお、要員体制の整備による販売サービスレベルのアップと収益性向上を目指し、平成21年４月より

一部店舗において営業時間の短縮を行っております。 

また、㈱三越において従来の制度を拡充したセカンドライフ特別支援制度（早期退職特別支援制度）を実施

いたしました。 

以上のような取組を行ってまいりましたが、厳しい経済状況の下、全体の底上げまでには至らず、減収減益

となりました。 

なお店舗政策の一環として、三越池袋店、三越鹿児島店は平成21年５月６日をもって営業終了し、伊勢丹吉

祥寺店、三越小型店11店舗は平成22年３月(予定）までに営業終了することを決定しております。三越池袋店の

固定資産譲渡については、平成22年１月29日に完了しております。 

また、平成21年１月に民事再生手続の開始決定を受けた㈱丸井今井につきましては、当社が新たに設立した

㈱札幌丸井今井と㈱函館丸井今井が、平成21年７月31日付で、㈱丸井今井の札幌事業と函館事業をそれぞれ譲

り受け、平成21年８月１日より営業を開始いたしました。 

クレジット・金融業は、主な収益源となる百貨店業の苦戦の影響で減収減益となりました。なお、平成21年

４月に当社の直接子会社となった㈱伊勢丹アイカードは、平成21年９月１日付で商号を㈱エムアイカード に変

更しました。また、㈱エムアイカードは、平成22年４月１日(予定)に㈱三越友の会と㈱イセタンクローバーサ

ークルを傘下とした上で２社を統合すると同時に、㈱三越保険サービスについても㈱エムアイカードと統合す

ることを決定しております。 

小売・専門店業におきましては、個人消費の低迷の影響を受け、減収となりました。なお、クイーンズ伊勢

丹東陽町店が平成21年８月31日をもって閉店しております。 

友の会事業におきましては、㈱三越友の会や㈱イセタンクローバーサークルなどが、百貨店店舗内において

友の会の運営を行い、顧客満足の向上に取り組みました。 

その他事業におきましては、営業支援機能を担うグループ会社が、統合効果を早期に創出すべく、生産性の

高い業務基盤の構築に取り組みました。なお、平成21年４月より物流子会社として㈱三越伊勢丹ビジネス・サ

ポート、人材サービス会社として㈱三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズを設立しております。 

なお、グループ最適化が迅速に図られる体制を整えるため、平成21年10月１日付で、㈱伊勢丹の完全子会社

であった㈱静岡伊勢丹および㈱新潟伊勢丹の株式を、吸収分割により当社に移管し両社を直接子会社とすると

ともに、㈱伊勢丹の保有していた㈱岩田屋の株式につきましても、同日、吸収分割により当社に移管し同社を

直接子会社といたしました。また、当社と㈱岩田屋は、平成21年10月15日付で株式交換を行い、㈱岩田屋は当

社の完全子会社となりました。 

この結果、第３四半期連結累計期間の売上高は978,560百万円（前年同四半期比11.2％減）、営業利益は

8,352百万円（前年同四半期比58.2％減）、経常利益は18,956百万円（前年同四半期比39.0％減）、四半期純損

失は10,475百万円（前年同四半期比26,227百万円の減少）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。 

なお、従来友の会事業は、その他事業に含めておりましたが、前連結会計年度末より友の会事業として区分

表示することに変更しているため、前年同四半期比較は記載しておりません。 
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①百貨店業 

売上高は、前年同四半期と比べ11.4％減少し907,746百万円となり、営業利益は、前年同四半期と比べ

9,549百万円減少し9,110百万円となりました。 

②クレジット・金融業 

売上高は、前年同四半期と比べ6.4％減少し10,845百万円となり、営業利益は、前年同四半期と比べ1,436

百万円減少し116百万円の損失となりました。 

③小売・専門店業 

売上高は、前年同四半期と比べ7.0％減少し45,279百万円となり、営業利益は、前年同四半期と比べ103百

万円増加し71百万円の損失となりました。 

④友の会事業 

売上高は3,497百万円、営業利益は1,861百万円の損失となりました。 

⑤その他事業 

売上高は96,104百万円、営業利益は1,235百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて41,656百万円増加し、302,513百万円となりました。これは、受取手

形及び売掛金が14,983百万円、商品及び製品が3,982百万円増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて3,721百万円増加し、1,094,498百万円となりました。これは、有形

固定資産が13,862百万円増加、無形固定資産が2,821百万円増加し、投資その他の資産が12,962百万円減少した

ことによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて45,378百万円増加し、1,397,011百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて84,424百万円増加し、585,414百万円となりました。これは、支払手

形及び買掛金が34,517百万円増加し、短期借入金が1,429百万円減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて23,801百万円減少し、337,100百万円となりました。これは、負のの

れんが9,925百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて60,622百万円増加し、922,514百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて15,244百万円減少し、474,496百万円となりました。 

（１株当たり純資産額） 

１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に比べて49円74銭減少し、1,176円11銭となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

現金及び現金同等物は、前年同四半期に比べて7,458百万円減少し、35,611百万円となりました。 

①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、20,937百万円の収入となりました。これは主に、売上債権の増加に

よる14,941百万円の支出があった一方、減価償却費17,006百万円の計上、仕入債務の増加による34,505百万円

の収入があったことなどによるものです。 

②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、22,830百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取

得による支出16,636百万円、事業の譲受による支出13,125百万円があったことなどによるものです。 

③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、2,654百万円の収入となりました。これは主に、長期借入金を72,560

百万円返済する一方、長期借入金30,000百万円、短期借入金41,127百万円、コマーシャルペーパー10,000百万

円の増加があったことなどによるものです。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年12月18日公表の通期業績予想を修正しております。売上高については、平成21年12月以降の業績を

踏まえ、20,000百万円減額し、1,270,000百万円に変更しております。営業利益、経常利益については経費の削

減を推し進める計画であり、予想を変更しておりません。また、当期純利益については第３四半期連結累計期

間で10,475百万円の四半期純損失を計上しておりますが、平成22年１月に三越池袋店の固定資産売却益を特別

利益として計上することで前回予想を確保出来る見通しです。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

１.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する方法によっております。 

 

２.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定する方法

によっております。 

 

３.税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

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。 

 

(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 

１．完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１

四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の

確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用しておりま

す。なお、この変更による損益への影響はありません。 

 

２.有形固定資産の減価償却方法の変更 

百貨店事業セグメントにおける有形固定資産の減価償却方法に関して、当第１四半期連結会計期間より、

建物附属設備は定額法に、構築物は定率法に統一することとしました。これは、経営統合を契機として減価

償却方法を見直した結果、当第１四半期連結会計期間から固定資産システムの対応等の準備が整ったため、

百貨店事業セグメント内の有形固定資産の減価償却方法を統一して連結経営管理の合理化を図ることを目的

として行ったものであります。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、販売費及び一般管理費は1,717百万円減少し、営

業利益、経常利益は1,717百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は1,717百万円減少しております。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.表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間において、流動負債の「引当金」に含めていた「商品券回収損引当金」は、負

債及び純資産の合計額の100分の1を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしてお

ります。なお、前第３四半期連結会計期間の流動負債の「引当金」に含まれる「商品券回収損引当金」は

10,922百万円であります。 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた

「賞与引当金の増減額（△は減少）」、「未払金の増減額（△は減少）」、ならびに「投資活動によるキャ

ッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券の売却による収入」は重要性が増したため、当

第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第３四半期連結累計期間の「営業

活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「賞与引当金の増減額（△は減少）」は△5,967

百万円、「未払金の増減額（△は減少）」は472百万円、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その

他」に含まれる「投資有価証券の売却による収入」は549百万円であります。 
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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12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 41,066 41,102

受取手形及び売掛金 118,985 104,001

有価証券 537 566

商品及び製品 68,923 64,940

仕掛品 119 101

原材料及び貯蔵品 1,035 1,362

その他 74,859 51,389

貸倒引当金 △3,014 △2,606

流動資産合計 302,513 260,856

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 190,721 192,378

土地 575,098 567,144

その他（純額） 32,853 25,288

有形固定資産合計 798,674 784,811

無形固定資産   

のれん 1,873 273

その他 75,591 74,369

無形固定資産合計 77,464 74,642

投資その他の資産   

投資有価証券 89,556 95,189

その他 130,857 138,171

貸倒引当金 △2,054 △2,038

投資その他の資産合計 218,359 231,322

固定資産合計 1,094,498 1,090,776

資産合計 1,397,011 1,351,633
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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12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 133,521 99,004

短期借入金 164,312 165,742

未払法人税等 3,665 3,441

商品券回収損引当金 15,802 19,228

引当金 6,538 7,402

その他 261,573 206,171

流動負債合計 585,414 500,990

固定負債   

長期借入金 37,100 37,100

繰延税金負債 191,503 194,393

退職給付引当金 48,006 63,561

引当金 64 448

負ののれん 43,011 52,937

その他 17,413 12,460

固定負債合計 337,100 360,902

負債合計 922,514 861,892

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,020 50,006

資本剰余金 324,980 319,118

利益剰余金 102,519 118,424

自己株式 △77 △64

株主資本合計 477,443 487,484

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,659 △3,016

繰延ヘッジ損益 20 △15

為替換算調整勘定 △11,837 △9,083

評価・換算差額等合計 △13,477 △12,115

新株予約権 702 733

少数株主持分 9,827 13,637

純資産合計 474,496 489,740

負債純資産合計 1,397,011 1,351,633
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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)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,101,692 978,560

売上原価 794,477 705,305

売上総利益 307,214 273,255

販売費及び一般管理費 287,208 264,902

営業利益 20,005 8,352

営業外収益   

受取利息 667 591

受取配当金 856 645

負ののれん償却額 9,926 9,966

持分法による投資利益 3,924 1,673

その他 3,145 3,339

営業外収益合計 18,519 16,216

営業外費用   

支払利息 2,367 1,658

固定資産除却損 1,531 601

その他 3,564 3,353

営業外費用合計 7,462 5,613

経常利益 31,062 18,956

特別利益   

固定資産売却益 1,056 121

投資有価証券売却益 260 896

特別利益合計 1,317 1,017

特別損失   

たな卸資産評価損 1,494 －

固定資産処分損 373 708

投資有価証券評価損 6,381 1,531

関係会社整理損 1,462 431

構造改革損失 2,362 38,758

その他 － 982

特別損失合計 12,074 42,413

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

20,304 △22,440

法人税等 3,552 △12,438

少数株主利益 999 473

四半期純利益又は四半期純損失（△） 15,752 △10,475
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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)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

20,304 △22,440

減価償却費 18,709 17,006

負ののれん償却額 △9,926 △9,966

賞与引当金の増減額（△は減少） － △2,061

貸倒引当金の増減額（△は減少） △709 423

退職給付引当金の増減額（△は減少） △290 △14,791

受取利息及び受取配当金 △1,523 △1,236

支払利息 2,367 1,658

持分法による投資損益（△は益） △3,924 △1,673

固定資産処分損益（△は益） 373 708

投資有価証券売却損益（△は益） △260 △896

投資有価証券評価損益（△は益） 6,381 1,531

関係会社整理損 1,462 431

構造改革損失 2,362 38,758

売上債権の増減額（△は増加） △12,237 △14,941

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,130 △1,938

仕入債務の増減額（△は減少） 25,242 34,505

未払金の増減額（△は減少） － 14,974

未払費用の増減額（△は減少） 17 1,086

その他 △9,153 △6,838

小計 34,065 34,300

利息及び配当金の受取額 3,457 3,628

利息の支払額 △1,990 △1,461

法人税等の支払額 △7,521 △3,033

特別退職金の支払額 － △12,495

営業活動によるキャッシュ・フロー 28,010 20,937

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 △6,139 △246

有形固定資産の取得による支出 △23,660 △16,636

有形固定資産の売却による収入 5,838 399

無形固定資産の取得による支出 △4,094 △1,534

投資有価証券の取得による支出 △6,070 △219

投資有価証券の売却による収入 － 1,543

事業譲受による支出 － △13,125

敷金及び保証金の回収による収入 8,254 2,754

その他 △37 4,235

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,909 △22,830
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） 45,037 41,127

長期借入れによる収入 － 30,000

長期借入金の返済による支出 △27,003 △72,560

社債の償還による支出 △10,000 －

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △4,000 10,000

配当金の支払額 △2,003 △5,383

その他 △193 △529

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,837 2,654

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,321 98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,616 861

現金及び現金同等物の期首残高 27,208 34,749

株式移転による現金及び現金同等物の増加額 13,244 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 43,069 35,611
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 
百貨店業 

(百万円) 

クレジッ
ト・金融業

(百万円)

小売・専門
店業 

(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    

(1)外部顧客に対する 
売上高 

1,023,445 7,407 41,003 29,835 1,101,692 － 1,101,692

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

532 4,184 7,677 86,953 99,348 (99,348) －

計 1,023,978 11,592 48,680 116,789 1,201,040 (99,348) 1,101,692

営業利益又は営業損失
（△） 

18,660 1,320 △174 1,295 21,100 (1,095) 20,005

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主要な内容 

(1) 百貨店業………………………衣料品、身廻品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

(2) クレジット・金融業…………クレジットカード、貸金、損害保険代理、生命保険募集代理 

(3) 小売・専門店業………………婦人服、食料品、衣料雑貨、家庭用品等の販売 

(4) その他事業……………………不動産管理業、製造・輸出入等・卸売業、物流業、総合人材サービス業、友

の会事業、情報処理サービス業等 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 
百貨店業 

(百万円) 

クレジッ
ト・金融業

(百万円)

小売・専門
店業 

(百万円)

友の会事業

(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    

(1)外部顧客に対する 
売上高 

907,388 6,927 38,118 202 25,923 978,560 － 978,560

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

357 3,917 7,161 3,295 70,181 84,913 (84,913) －

計 907,746 10,845 45,279 3,497 96,104 1,063,474 (84,913) 978,560

営業利益又は営業損失
（△） 

9,110 △116 △71 △1,861 1,235 8,297 54 8,352

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主要な内容 

(1) 百貨店業………………………衣料品、身廻品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

(2) クレジット・金融業…………クレジットカード、貸金、損害保険代理、生命保険募集代理 

(3) 小売・専門店業………………婦人服、食料品、衣料雑貨、家庭用品等の販売 

(4) 友の会事業……………………友の会運営 

(5) その他事業……………………不動産管理業、製造・輸出入等・卸売業、物流業、総合人材サービス業、情

報処理サービス業等 
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３ (1)百貨店業における有形固定資産の減価償却方法に関して、当第１四半期連結会計期間より、建物附属設

備は定額法に、構築物は定率法に統一することとしました。 

    この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業利益は1,717百万円増加しております。 

  (2)友の会事業は、前第３四半期連結会計期間まで「その他事業」に含めておりましたが、当該事業の営業

損失割合が営業損失の生じているセグメントの営業損失の合計額の10％を超えたため、前連結会計年度

末より「友の会事業」として区分表示することに変更しました。なお、前第３四半期連結累計期間の

「その他事業」に含まれる「友の会事業」の売上高は3,743百万円(内、外部顧客に対する売上高は287百

万円)、営業損失は2,137百万円であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 
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株式会社 三越伊勢丹ホールディングス　

１．実績について

①累計期間 （単位：億円、％）

実績 前年 前期差 前期比

売上高 9,785 11,016 △ 1,231 88.8

営業利益 83 200 △ 116 41.8

経常利益 189 310 △ 121 61.0

四半期純利益 △ 104 157 △ 262 -

②四半期単位 （単位：億円、％）

実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比

売上高 3,062 86.5 3,108 88.4 3,614 91.2

営業利益 0 1.1 △ 5 - 87 99.9

経常利益 44 35.8 24 35.5 120 102.2

四半期純利益 38 50.3 3 6.7 △ 146 -

2．決算の概況（平成21年10月1日～平成21年12月31日）

● 売上高

● 営業利益

● 経常利益

● 四半期利益

３．業績予想について（平成21年4月1日～平成22年3月31日） （単位：億円、％）

今回予想 前回予想 前期実績

（Ｈ22/2/4発表) （Ｈ21/12/18発表) （平成21年3月期)

売上高 12,700 12,900 △ 200 14,266 △ 1,566 89.0

営業利益 20 20 0 195 △ 175 10.2

経常利益 150 150 0 350 △ 200 42.8

当期純利益 0 0 0 46 △ 46 -

（変更理由）

以　上

前期差 前期比

国内百貨店業の売上高は前期比91.6％となり、第2四半期累計（6ヶ月間）の前期比87.2％から、前年割れの
幅が減少しました。会社別でも、伊勢丹の前期比91.1％をはじめ、岩田屋、新潟伊勢丹、静岡伊勢丹が前期
比で90％台の水準となりました。なお、平成21年8月より営業を開始した札幌・函館の丸井今井も増収要因と
なっております。

海外百貨店業は、中国の成都伊勢丹が前年を上回りましたが、円高の影響もあり海外百貨店合計では前年
を割り込む結果となりました。

構造改革損失（特別損失）として、三越の早期退職特別支援制度や転籍等、および伊勢丹における早期退
職制度の拡充に伴う損失として367億円を計上しております。

平成22年2月4日

平成21年12月以降の業績を踏まえ、売上高は200億円減額しますが、経費の削減を推し進め、営業利益、経
常利益の予想は変更しておりません。

平成22年1月に三越池袋店の売却が完了し、固定資産売却益を計上致しますので、当期純利益も前回予想
数値を確保できる見通しのため変更しておりません。

売上総利益は、売上高の減少により前期から107億円減少しましたが、販売管理費は経費削減の取り組みに
より107億円減少し、営業利益は前年並みの87億円を確保しました。

負ののれん償却額33億円など営業外収益は47億円計上、営業外費用13億円計上した結果、営業外損益は
33億円のプラスとなりました。

予想差
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