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1.  22年1月期の連結業績（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年1月期 23,839 △5.7 175 △51.3 95 △68.0 67 ―
21年1月期 25,284 △3.0 360 △37.3 300 △38.8 △29 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年1月期 6.98 ― 0.9 0.5 0.7
21年1月期 △3.07 ― △0.4 1.5 1.4

（参考） 持分法投資損益 22年1月期  ―百万円 21年1月期  ―百万円

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 18,890 7,296 38.5 757.29
21年1月期 19,302 7,300 37.7 757.27

（参考） 自己資本   22年1月期  7,265百万円 21年1月期  7,270百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年1月期 353 △87 △285 675
21年1月期 532 △145 △433 695

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年1月期 ― ― ― 6.00 6.00 57 ― 0.8
22年1月期 ― ― ― 3.00 3.00 28 42.9 0.4
23年1月期 

（予想）
― ― ― 3.00 3.00 39.4

3.  23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

11,167 △2.4 62 ― 30 ― 4 ― 0.50

通期 23,284 △2.3 258 47.5 188 97.1 73 9.2 7.63



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、20ページ【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】「会計処理の変更」及び21ページ「表示方法の変更」をご覧くださ
い。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式については、35ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  51,652株 21年1月期  44,626株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年1月期の個別業績（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年1月期 20,178 △5.9 140 △55.7 80 △72.6 60 ―
21年1月期 21,441 △3.4 317 △36.7 293 △33.8 △30 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年1月期 6.26 ―
21年1月期 △3.20 ―

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 16,551 7,240 43.7 754.73
21年1月期 16,838 7,252 43.1 755.44

（参考） 自己資本 22年1月期  7,240百万円 21年1月期  7,252百万円

2.  23年1月期の個別業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は、この資料の公表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づくものであり、実際の業績は、様々な要因により、上記の業績予想
とは大きく異なる結果となることがあります。 

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

第2四半期 
累計期間 9,420 △2.5 48 ― 23 ― 1 ― 0.17

通期 19,710 △2.3 227 61.7 175 117.9 67 12.2 7.03
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１．経営成績 
(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、期後半において輸出や生産に一部持ち直しの動きがあるものの、

設備投資の抑制や雇用情勢の悪化など実態経済面では依然として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む中、業界全

体の売上は過去に例がないほどの下げ幅を記録し、不採算店の閉鎖や縮小の動きが加速いたしました。 
このような環境のもとで当社は、「お客様を起点に、信頼される商品・サービスを通じ、お客様のより

豊かな生活のお手伝いをする小売業に徹し、地域社会の発展に貢献する。」という基本理念のもと、積極

的な事業活動を行ってまいりました。品揃えの改善や接客サービスの向上を目的に、昨年度から実施して

いるお客様満足度アンケートを３月に実施し、これまで実行してきた諸施策の検証をお客様の目線で行い、

改善に取り組んでまいりました。特に品揃えについては、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、バレンタインギフトフェア「ショコラ ダムール」や「北海

道物産展」、さらに「スイーツファンタジスタ」「ラーメンファンタジスタ」「ベーカリーファンタジスタ」

など好評のファンタジスタシリーズを開催し、お客様の期待に応えてまいりました。加えて、当期に開催

された善光寺御開帳や国際青年会議所アジア太平洋会議をビジネスチャンスと捉え、食料品の名産品コー

ナーを充実するなど、売上の拡大に努めてまいりました。一方、施設面におきましても、顧客の利便性の

向上を図るため、駐車場施設の整備・拡充を実施いたしました。 

また、連結子会社㈱北長野ショッピングセンターは、食料品売場の一部の改装により地産地消をテーマ

とした、地元生産者コーナーや日配品売場の特売コーナー等を拡大し、品揃えの充実と来店頻度の向上を

図るなど、積極的な営業施策を展開し、｢地域密着｣の店づくりを推進してまいりました。 

以上のような積極的施策を展開したものの、不況感の蔓延による買い控えや新型インフルエンザの流行

による社会不安などの影響を受け、当連結会計年度の売上高は、23,839 百万円（前年同期比 5.7％減）に

とどまりました。また、経費の抜本的な見直しにより販売費及び一般管理費の圧縮に努めましたが、売上

高の減少を補うには至らず、営業利益は 175 百万円（前年同期比 51.3％減）、経常利益は 95 百万円（前

年同期比 68.0％減）、当期純利益 67 百万円（前年は当期純損失 29 百万円）となりました。 
 

  ②次期の見通し 

今後の経済情勢につきましては、海外経済の改善により輸出及び生産は持ち直しの基調が続くものと思

われますが、円高基調や厳しい雇用情勢、政権交代に伴う景気対策等の転換など不安定要因も多く、国内

経済は引き続き予断を許さない状況にあります。とりわけ百貨店業界におきましては、消費動向の変化へ

の迅速な対応が求められており、生き残りをかけた競争の激化が予想されます。 
このような状況の中で当社は、改めて商売の原点に戻り「お客様第一」の実現に向け、商品力、接客サ

ービスの強化に取り組んでまいります。お客様のニーズを的確に把握し、お客様にとって必要な情報や商

品の提案を行うことでお客様にご満足いただき、固定客の増加と来店頻度及び購買頻度、さらには購買単

価の向上につなげてまいります。また、商売を通じて引き続き地域社会の発展に貢献し、地域のお客様か

ら信頼され愛される企業となるよう努力してまいります。 
また、連結子会社㈱北長野ショッピングセンターにおきましては、競合他店とのより一層の差別化を図

り、厳しい競合を勝ち抜くため、話題性のある商品、新しい商品の導入とともに、より値頃感を大切にし

た商品の品揃えに努め、「お客様第一」のＣＳ経営を推進してまいります。 
通期の連結業績予想は、売上高 23,284 百万円（前年同期比 2.3％減）、営業利益 258 百万円（前年同期

比 47.5％増）、経常利益 188 百万円（前年同期比 97.1％増）、当期純利益 73 百万円（前年同期比 9.2％増）

を予想しております。 
 
(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産は、主に商品、建物及び構築物の減少等により、前連結会計年度末と比べて

412 百万円減少して 18,890 百万円となりました。負債は、主に借入金の純減及び未払法人税等の減少に

より、前連結会計年度末と比べて 408 百万円減少して 11,593 百万円となりました。純資産は、利益剰余

金の増加に対して、その他有価証券評価差額金等の減少により、前連結会計年度末と比べて４百万円減少

して 7,296 百万円となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度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 20 百万円減少して 675 百

万円（前年同期比 2.9％減）となりました。 

 

当連結会計年度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、353 百万円の収入で、主に法人税等の支払額 142 百万円の増加

により、前連結会計年度に比べ、179 百万円の減少となりました。 

 

(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、87 百万円の支出となり、主に設備投資の縮小等に伴う有形固

定資産の取得による支出の減少により、前連結会計年度に比べ 58 百万円の減少となりました。 

 

(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、285 百万円の支出となり、主に長短借入金の純減 164 百万円に

より、前連結会計年度と比べて 147 百万円の減少となりました。 

 

キャッシュ・フロー指標 

 平成 20 年１月期 平成 21 年１月期 平成 22 年１月期 

自己資本比率(％) 37.0 37.7 38.5 

時価ベースの自己資本比率(％) 12.0 11.4 10.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍）      8.3  12.6 18.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 7.6 7.6 6.0 
(注)１ 自己資本比率：自己資本÷総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債÷営業キャッシュ･フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ･フロー÷利払い 

２ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

３ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算定しております。 

４ 営業キャッシュ･フローは、連結キャッシュ･フロー計算書の営業活動によるキャッシュ･フローを使用してお

ります。 

５ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

６ 利払いは、連結キャッシュ･フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主への利益還元を経営上の重要政策のひとつとして位置付けております。 
配当につきましては安定的に継続して行うことを基本としつつ、業績に応じて決定すべきものと考えて

おります。 
また、健全で強固な企業基盤の構築が株主に対する責務との認識に立ち、収益力の向上と財務体質の強

化・安定化を図りながら、適正な配当の実施を目指して努力してまいる所存でございます。 
内部留保資金につきましては、今後の企業経営における財務体質の強化・安定化を図り、また、様々な

経営環境の変化への対応に備えるべく、有効に活用していく所存でございます。 
当期の配当につきましては、この基本方針に基づき、業績の状況や、内部留保を検討した結果、1 株に

つき３円の期末配当を予定しております。また、次期の配当につきましても、以前厳しい経営環境が予想

されることから、期末配当として 1 株につき３円を予定しております。 
(4)事業等のリスク 

当社グループにおける事業等に係る主要なリスクについて投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成 22 年１月 31 日）現在において、当

社グループが判断したものであります。なお、以下の記載は、当社グループの事業等のリスクをすべて網

羅することを意図したものではないことにご留意ください。 
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①事業環境について 
当社グループは、一般消費者を対象とする店頭販売を主とする百貨店業を営んでおり、国内における

景気や消費動向、さらには天候不順により、また、営業の基盤とする地域内における競合他社との業態

を超えた店舗間競争の状況により、当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

②法的規制等 

当社グループは、大規模小売店舗立地法や独占禁止法の他、食品の安全管理、環境・リサイクルなど

に関する法令等に十分留意した営業活動を行っております。 

万一、これらに違反する事由が生じた場合には、企業活動が制限される可能性があります。また、法

令上の規制に対応するため、経営コストが増加する可能性があります。したがって、これらの法令等の

規制により、当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

③自然災害等 

当社グループは、各店舗における店頭販売が中心であり、自然災害・事故等により、店舗の営業継続

に悪影響を来たす可能性があります。災害や事故等に対しては、緊急時の社内体制の整備や事故発生防

止の教育体制を整備しておりますが、大規模な自然災害や事故が発生した場合には、当社グループの営

業活動に著しい支障が生じ、経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。 

④個人情報の保護 

個人情報の保護については、「個人情報保護マニュアル」に基づいた従業員教育などにより、その徹

底を図っておりますが、不測の事故または事件によって個人情報の流出が発生した場合には、損害賠償

による費用の発生や信用の低下による収益の減少が発生し、当社グループの経営成績及び財政状態等に

影響を及ぼす可能性があります。 
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不動産賃貸 

物品の販売 

商標権使用 

商品の仕入 
 
業務受託 

２．企業集団の状況  

当社の企業集団は、当社と、親会社２社及び連結子会社１社、並びに当社と継続的で密接な事業上の関

係にある関連当事者により構成されており、一般消費者を対象とした店頭販売を事業の内容としておりま

す。 

なお、当社及び連結子会社は、商品の種類、販売市場の類似性から判断して、単一の事業であります。 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

（
親
会
社
） 

東
京
急
行
電
鉄
㈱ 

 

一 
 

般 
 

消 
 

費 
 

者 

（親会社） 
 

㈱東急百貨店 

（当 社） 
財務諸表提出会社 
㈱ながの東急百貨店 

（連結子会社） 
 ㈱北長野 
  ショッピングセンター 

（親会社の子会社） 
㈱セントラルフーズ 
 （食料品の製造販売業） 

㈱東急タイム 
 （時計・貴金属の販売業） 

共同仕入

共同仕入

不動産賃貸 

（親会社の子会社） 
㈱東急百貨店サービス 
 （店舗内装工事の請負・宣伝業務受託）

 （家庭用品の卸売業） 

商品の販売 
サービスの提供 

商品仕入 
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３．経営方針 

(1)会社の経営の基本方針 

お客様を起点に、信頼される商品・サービスを通じ、お客様のより豊かな生活のお手伝いをする小売業

に徹し、地域社会の発展に貢献することを経営の基本理念としております。 
この基本理念に基づき、以下の基本方針と具体的施策を掲げております。 

  ① 営業力強化 
    ・商品力強化 
    ・お客様が満足する接客サービス強化 
    ・販売促進策強化 
    ・収益力向上 
  ② 企業の社会的責任を全うする経営 

    ・コンプライアンスの徹底 

    ・環境経営の充実 

    ・内部統制の確立 

    ・従業員満足の追求 

  ③ 企業風土刷新 

    ・業務改善の推進 

    ・革新的な取組み強化 

    ・チャレンジ精神の醸成 

    ・人材育成 

 

(2)目標とする経営指標 

経営資源の集約化・効率化及び企業基盤強化に向けた「ＥＢＩＴＤＡ（営業利益＋減価償却費）に対す

る有利子負債の倍率」の向上が目指すべき経営指標であり、「ＥＢＩＴＤＡ（営業利益＋減価償却費）に

対する有利子負債の倍率」6.0 倍を達成すべき数値と考えております。 

 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

ここ数年売上が低迷する厳しい経営環境の中、当社は改めて商売の原点に戻り、「お客様第一」の精神

を常に持ち、お客様起点に立った商品力、接客サービス等の強化に取り組み、地域に根ざす百貨店として

の目指すべき姿の構築に努めてまいりました。しかしながら、お客様の満足を十分に得るには至らず、成

果を出すことができませんでした。 
経営環境が大きく変化する中、百貨店として目指すべき姿の実現に向け、今後はさらにお客様起点に立

った取り組みを精査するとともに、一つひとつ確実に実行し、成果につなげることを目指してまいります。 
・地域のお客様からの厚い信頼の下、外的要因にも業績が左右されにくい強固な企業基盤を持つ企業 
・組織力を背景に個の力を発揮する行動力溢れる企業 
・「都会的に洗練された高感度・高質な百貨店」を商品・サービス両面から実現しお客様のより豊な生

活をお手伝いする百貨店 

真のお客様起点の実現と基本に忠実な業務遂行を地道に着実に推し進め、地域に根付いた百貨店の確立

に努めてまいります。 
 

 (4)会社の対処すべき課題 

今後の経済情勢につきましては、海外経済の改善により輸出及び生産は持ち直しの基調が続くものと思

われますが、円高基調や厳しい雇用情勢、政権交代に伴う景気対策等の転換など不安定要因も多く、国内

経済は引き続き予断を許さない状況にあります。とりわけ百貨店業界におきましては、消費動向の変化へ

の迅速な対応が求められており、生き残りをかけた競争の激化が予想されます。 
このような状況の中で当社は、改めて商売の原点に戻り、「お客様第一」の精神を常に持ち、基本方針

に掲げる諸施策を精査するとともに、一つひとつ確実に実行し、成果につなげるように取り組んでまいり

ます。 

① ｢お客様第一｣の実現 

真の｢お客様第一｣の実現に向け、それぞれの部署でそれぞれの｢お客様第一｣を考え、一つひとつ確

実に実行する。 
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② 営業力強化 

お客様と正面から真摯に向き合い、お話を聞くことにより、お客様起点に立った商品力、接客サー

ビス等の強化に取り組み、ながの東急ＭＤを確立する。 

③ ローコスト経営 

全ての経費を一から見直すとともに、継続的に経費の有効活用、削減に取り組む。 

④ 企業の社会的責任を全うする経営 

法規制に沿った社内環境を整備し、内部統制、環境問題、コンプライアンス等への対応を図るとと

もに、社会・地域貢献活動を推進する。 

⑤ 人材育成 

｢お客様第一｣を見据えた教育体系の確立と教育の実施により、お客様満足を高める人材育成、組織

力の強化を図る。 

 

(5)内部管理体制の整備・運用状況 

別途開示しております「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載のとおりであります。 
 
(6)その他、会社の経営上重要な事項 

    該当事項はありません。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 696,483 676,434

受取手形及び売掛金 1,119,496 1,035,744

たな卸資産 1,385,175 －

商品 － 1,176,781

原材料及び貯蔵品 － 30,689

繰延税金資産 136,637 161,302

その他 69,643 156,632

貸倒引当金 △18,873 △10,412

流動資産合計 3,388,563 3,227,172

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  12,812,148 ※1  12,817,579

減価償却累計額 △7,317,041 △7,696,612

建物及び構築物（純額） 5,495,106 5,120,966

車両運搬具 12,758 11,271

減価償却累計額 △11,959 △10,783

車両運搬具（純額） 798 488

工具、器具及び備品 40,510 59,009

減価償却累計額 △6,121 △13,950

工具、器具及び備品（純額） 34,388 45,059

土地 ※1, ※2  9,533,921 ※1, ※2  9,533,921

リース資産 － 123,377

減価償却累計額 － △12,669

リース資産（純額） － 110,707

建設仮勘定 65,044 27,691

有形固定資産合計 15,129,259 14,838,835

無形固定資産   

リース資産 － 55,462

その他 11,940 10,159

無形固定資産合計 11,940 65,622

投資その他の資産   

投資有価証券 128,290 106,377

繰延税金資産 275,296 270,169

敷金及び保証金 ※1  139,363 ※1  182,630

その他 248,135 217,686

貸倒引当金 △17,950 △17,950

投資その他の資産合計 773,135 758,912

固定資産合計 15,914,335 15,663,370

資産合計 19,302,898 18,890,543
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,553,508 1,463,387

短期借入金 ※1  5,788,960 ※1  6,071,160

リース債務 － 25,371

未払法人税等 133,193 19,683

商品券 936,390 862,011

賞与引当金 62,137 47,991

商品券回収損引当金 194,573 205,225

その他 1,460,600 1,390,012

流動負債合計 10,129,364 10,084,841

固定負債   

長期借入金 ※1  861,160 ※1  370,000

リース債務 － 144,728

再評価に係る繰延税金負債 ※2  264,112 ※2  264,112

退職給付引当金 620,054 612,794

長期預り保証金 127,242 117,383

固定負債合計 1,872,569 1,509,018

負債合計 12,001,933 11,593,860

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 1,605,688 1,615,155

自己株式 △13,777 △15,263

株主資本合計 6,876,908 6,884,889

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,720 △9,339

土地再評価差額金 ※2  389,630 ※2  389,630

評価・換算差額等合計 393,350 380,290

少数株主持分 30,705 31,502

純資産合計 7,300,965 7,296,683

負債純資産合計 19,302,898 18,890,543
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 25,284,360 23,839,584

売上原価 ※1  19,221,794 ※1  18,229,764

売上総利益 6,062,566 5,609,820

その他の営業収入 193,961 189,490

営業総利益 6,256,527 5,799,310

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 615,957 558,232

販売手数料 568,804 563,623

給料及び賞与 2,261,828 2,131,286

賞与引当金繰入額 62,137 47,991

退職給付費用 170,983 162,498

福利厚生費 341,301 303,502

地代家賃 135,141 152,367

減価償却費 427,700 439,392

その他 1,312,152 1,264,944

販売費及び一般管理費合計 5,896,007 5,623,841

営業利益 360,519 175,469

営業外収益   

受取利息 2,108 737

債務勘定整理益 111,985 115,273

負ののれん償却額 1,143 －

その他 9,840 13,234

営業外収益合計 125,077 129,245

営業外費用   

支払利息 90,871 61,136

商品券回収損引当金繰入額 76,376 132,183

その他 18,203 15,487

営業外費用合計 185,451 208,806

経常利益 300,145 95,907
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 4,008

固定資産受贈益 ※2  11,965 ※2  8,185

退職給付制度終了益 44,660 －

特別利益合計 56,626 12,193

特別損失   

固定資産除却損 ※3  13,036 ※3  19,195

商品評価損 4,270 －

投資有価証券評価損 82,208 －

会員権評価損 6,000 －

商品券回収損引当金繰入額 199,147 －

リース解約損 3,154 10,112

特別損失合計 307,816 29,308

税金等調整前当期純利益 48,955 78,792

法人税、住民税及び事業税 145,450 6,901

過年度法人税等 － 14,707

法人税等調整額 △66,961 △10,684

法人税等合計 78,489 10,924

少数株主利益 15 797

当期純利益又は当期純損失（△） △29,549 67,070
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,368,299 2,368,299

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,368,299 2,368,299

資本剰余金   

前期末残高 2,916,697 2,916,697

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,916,697 2,916,697

利益剰余金   

前期末残高 1,692,894 1,605,688

当期変動額   

剰余金の配当 △57,656 △57,603

当期純利益又は当期純損失（△） △29,549 67,070

当期変動額合計 △87,206 9,466

当期末残高 1,605,688 1,615,155

自己株式   

前期末残高 △11,535 △13,777

当期変動額   

自己株式の取得 △2,241 △1,485

当期変動額合計 △2,241 △1,485

当期末残高 △13,777 △15,263

株主資本合計   

前期末残高 6,966,356 6,876,908

当期変動額   

剰余金の配当 △57,656 △57,603

当期純利益又は当期純損失（△） △29,549 67,070

自己株式の取得 △2,241 △1,485

当期変動額合計 △89,447 7,980

当期末残高 6,876,908 6,884,889
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △36,388 3,720

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 40,108 △13,060

当期変動額合計 40,108 △13,060

当期末残高 3,720 △9,339

土地再評価差額金   

前期末残高 389,630 389,630

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 389,630 389,630

評価・換算差額等合計   

前期末残高 353,242 393,350

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 40,108 △13,060

当期変動額合計 40,108 △13,060

当期末残高 393,350 380,290

少数株主持分   

前期末残高 30,689 30,705

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15 797

当期変動額合計 15 797

当期末残高 30,705 31,502

純資産合計   

前期末残高 7,350,288 7,300,965

当期変動額   

剰余金の配当 △57,656 △57,603

当期純利益又は当期純損失（△） △29,549 67,070

自己株式の取得 △2,241 △1,485

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 40,124 △12,262

当期変動額合計 △49,322 △4,281

当期末残高 7,300,965 7,296,683
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 48,955 78,792

減価償却費 428,209 439,901

負ののれん償却額 △1,143 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,385 △8,461

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,741 △14,146

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,500 －

商品券回収損引当金の増減額（△は減少） 194,573 10,652

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,423 △7,259

受取利息及び受取配当金 △4,254 △2,916

支払利息 90,871 61,136

固定資産受贈益 △820 －

有形固定資産売却損益（△は益） 285 －

有形固定資産除却損 13,228 19,245

商品評価損 4,270 －

投資有価証券評価損益（△は益） 82,208 －

会員権評価損 6,000 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,444 83,752

たな卸資産の増減額（△は増加） 59,772 177,703

その他の流動資産の増減額（△は増加） 11,243 △17,815

仕入債務の増減額（△は減少） △183,605 △87,933

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,787 △19,456

その他の流動負債の増減額（△は減少） △91,459 △101,368

その他 23,318 28,583

小計 668,109 640,410

利息及び配当金の受取額 4,251 2,913

利息の支払額 △70,197 △58,360

役員退職慰労金の支払額 － △19,522

法人税等の支払額 △69,717 △212,422

法人税等の還付額 34 38

営業活動によるキャッシュ・フロー 532,479 353,057
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

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 △119,983 △149,192

有形固定資産の売却による収入 11,602 115,177

無形固定資産の取得による支出 △1,040 －

投資有価証券の取得による支出 △4,562 －

差入保証金の差入による支出 △750 △43,651

差入保証金の回収による収入 804 379

預り保証金の返還による支出 △32,870 △11,859

預り保証金の受入による収入 1,000 2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △145,799 △87,147

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） 410,000 350,000

長期借入金の返済による支出 △783,760 △558,960

自己株式の取得による支出 △2,241 △1,485

配当金の支払額 △57,593 △57,460

リース債務の返済による支出 － △18,055

財務活動によるキャッシュ・フロー △433,595 △285,962

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） △46,915 △20,052

現金及び現金同等物の期首残高 742,259 695,344

現金及び現金同等物の期末残高 695,344 675,291
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 該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数  １社

 ㈱北長野ショッピングセンター

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数  １社

 ㈱北長野ショッピングセンター

(2) 主要な非連結子会社名

 該当事項はありません。

(2) 主要な非連結子会社名

 同左

(3) 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算におい

て所有しているにもかかわらず子会社としなかった

当該他の会社等の名称

 該当事項はありません。

(3) 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算におい

て所有しているにもかかわらず子会社としなかった

当該他の会社等の名称

 同左

２ 持分法の適用に関する事項

 該当事項はありません。

２ 持分法の適用に関する事項

 同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一

致しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

  同左

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

ａ その他有価証券

時価のあるもの

  決算末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により処

理し、売却原価は、移動平均法により算

定)

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

ａ その他有価証券

時価のあるもの

  同左

時価のないもの

 移動平均法による原価法

時価のないもの

 同左

② たな卸資産

ａ 商品

売価還元法による原価法 

 

ｂ 貯蔵品

先入先出法による原価法

② たな卸資産

ａ 商品

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）

ｂ 原材料及び貯蔵品

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

ａ 建物及び構築物

イ 平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定額法

ロ 平成19年４月１日以降に取得したもの

定額法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

ａ 建物及び構築物（リース資産を除く）

 同左

ｂ その他の有形固定資産

イ 平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法

ロ 平成19年４月１日以降に取得したもの

定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりでありま

す。

建物     ８年～39年   

器具及び備品 ５年～８年

ｂ その他有形固定資産（リース資産を除く）

 同左
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前連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

――――――――――――――― ｃ リース資産

 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

定額法

 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）とする定額法によっておりま

す。

② 無形固定資産

 定額法

なお、耐用年数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウェア(自社利用分)につい

ては、社内における利用可能期間(５年)に基

づく定額法によっております。

② 無形固定資産

ａ リース資産以外の無形固定資産

 同左

――――――――――――――― ｂ リース資産

 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

定額法

 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）とする定額法によっておりま

す。

③ 長期前払費用

 均等償却

なお、償却期間については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によっております。

③ 長期前払費用

  同左

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

 同左

② 賞与引当金

  従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基づき計上しております。

② 賞与引当金

  同左

③ 商品券回収損引当金

 商品券等が負債計上中止後に回収された場合

に発生する損失に備えるため、過去の実績に基

づく将来の回収見込額を計上しております。

③ 商品券回収損引当金

 同左

④ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務の見込額に基づ

き、当連結会計年度末において発生していると

認められる額を計上しております。

  数理計算上の差異については、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(10年)による定額法により、

それぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理し

ております。

④ 退職給付引当金

 同左
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前連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

(4) 重要なリース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・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

処理によっております。

―――――――――――――――

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

  消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(4) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理

同左

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成21年1月31日以前の

ものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
連結子会社の資産及び負債の評価方法は、部分時

価評価法によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ 負ののれんの償却に関する事項

負ののれんは、５年間にわたり均等額を償却して

おります。

―――――――――――――――

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能
であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし
か負わない短期的な投資からなっております。

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

――――――――――――――― (棚卸資産の評価に関する会計基準)

当連結会計年度より、「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、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が28,594千円

それぞれ減少しております。 

 

―――――――――――――― (リース取引に関する会計基準等)

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の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、当連結会計年度より、「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））を適用し、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。

 なお、リース取引開始日が平成21年１月31日以前の

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によっ

ております。

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

(商品券回収損引当金)

従来、未回収の商品券等について、債務履行の可能性

を考慮して一定の期間が経過したときには、負債計上を

中止して、回収時に費用計上しておりましたが、「租税

特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金

並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第42号

平成19年４月13日）が公表されたのを受け、当連結会計

年度より、当該商品券等が負債計上中止後に回収された

場合に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく

将来の回収見込額を商品券回収損引当金として計上する

ことといたしました。

 この変更により、過年度の引当金繰入相当額199,147

千円を特別損失に計上しております。

これにより、従来の方法によった場合に比べて、経常

利益は4,574千円増加し、税金等調整前当期純利益は

194,573千円減少しております。

―――――――――――――――
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

――――――――――――――― （連結貸借対照表）

 財務諸表等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）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されたものは、当連結会計年度から「商品」「原

材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前

連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品」は

1,351,573千円、「原材料及び貯蔵品」は33,601千円で

あります。

【追加情報】

前連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

(有形固定資産の減価償却の方法)

法人税法の改正（(所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令平成19年３月30日 政令第83号

号)）に伴い、当連結会計年度から、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっ

ております。

これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ

30,263千円減少しております。  

 

―――――――――――――――

(退職給付制度の変更)

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成20年８月

１日より適格退職年金制度を廃止し、退職給付制度の一

部を確定拠出年金制度へ移行したことにより、「退職給

付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準委

員会 平成14年１月31日 企業会計基準適用指針第１

号）を適用しております。

本移行に伴う影響額45,992千円は、制度変更に伴う年

金受給者への精算額1,331千円と相殺表示し、「退職給

付制度一部終了益」として特別利益に計上しておりま

す。

―――――――――――――――
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年１月31日)

当連結会計年度 
(平成22年１月31日)

※１ 担保提供資産

(1) 借入金に対する担保

担保に供している資産

建物及び構築物 3,225,763千円

土地 8,408,697千円

計 11,634,460千円

※１ 担保提供資産

(1) 借入金に対する担保

担保に供している資産

建物及び構築物 2,958,568千円

土地 8,397,157千円

計 11,355,726千円

上記に対応する債務

短期借入金 4,062,960千円

長期借入金 403,160千円

計 4,466,120千円

上記に対応する債務

短期借入金 4,331,160千円

長期借入金 122,000千円

計 4,453,160千円

(2) 宅地建物取引業法に伴う供託

敷金及び保証金 10,000千円

(2) 宅地建物取引業法に伴う供託

敷金及び保証金 10,000千円

 

※２ 事業用土地の再評価

当社においては、土地の再評価に関する法律(平

成10年３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用

土地の再評価を行っております。

再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４

号に定める地価税計算のために公表された価額に合

理的な調整を行う方法としております。

再評価差額のうち税効果相当額を負債の部の固定

負債に「再評価に係る繰延税金負債」として、その

他の金額を純資産の部に「土地再評価差額金」とし

て計上しております。

再評価を行った年月日 平成13年１月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再
評価後の帳簿価額との差額

△5,434,836千円

 

※２ 事業用土地の再評価

当社においては、土地の再評価に関する法律(平

成10年３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用

土地の再評価を行っております。

再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４

号に定める地価税計算のために公表された価額に合

理的な調整を行う方法としております。

再評価差額のうち税効果相当額を負債の部の固定

負債に「再評価に係る繰延税金負債」として、その

他の金額を純資産の部に「土地再評価差額金」とし

て計上しております。

再評価を行った年月日 平成13年１月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再
評価後の帳簿価額との差額

△5,503,335千円

３ 偶発債務

「社員ローン規程」に基づく従業員の銀行借入金

32,195千円に対して債務保証を行っております。

３ 偶発債務

「社員ローン規程」に基づく従業員の銀行借入金

29,614千円に対して債務保証を行っております。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

※１ ―――――――――――――――

 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

         売上原価            28,594千円

※２ 本館３階及び別館１、２階の売場改装等に伴う設

備投資額のうち、取引先負担相当額を固定資産受贈

益として計上しております。

※２ 本館１、２、６階の売場改装等に伴う設備投資額

のうち、取引先負担相当額を固定資産受贈益として

計上しております。

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

         建物及び構築物         13,036千円

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

         建物及び構築物         19,195千円
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前連結会計年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 
  

   
  

   
(変動事由の概要) 

 増加数の主な内訳は、次のとおりであります。  

単元未満株式の買取りによる増加     8,832 株 

  

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 9,645,216 ― ― 9,645,216

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 35,794 8,832 ― 44,626

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成20年４月16日 

定時株主総会
普通株式 57,656千円 ６円 平成20年１月31日 平成20年４月17日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成21年４月15日 

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 57,603千円 ６円 平成21年１月31日 平成21年４月16日
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当連結会計年度(自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 
  

   
  

   
(変動事由の概要) 

 増加数の主な内訳は、次のとおりであります。  

単元未満株式の買取りによる増加     7,026株 

  

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの  

 
  

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 9,645,216 ― ― 9,645,216

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 44,626 7,026 ― 51,652

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成21年４月15日 

定時株主総会
普通株式 57,603千円 ６円 平成21年１月31日 平成21年４月16日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成22年４月14日 

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 28,780千円 ３円 平成22年１月31日 平成22年４月15日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 696,483千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 1,139千円

現金及び現金同等物 695,344千円

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 676,434千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 1,142千円

現金及び現金同等物 675,291千円
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 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。 
  

 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。 

  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日)、当連結会計年度(自 平成21年２

月１日 至 平成22年１月31日)

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日)、当連結会計年度(自 平成21年２

月１日 至 平成22年１月31日)

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日)、当連結会計年度(自 平成21年２

月１日 至 平成22年１月31日)
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

（通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ているもの）

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

機械及び 

装置 

(千円)

車両及び

運搬具 

(千円)

器具及び 

備品 

(千円)

ソフト 

ウェア 

(千円)

合計

(千円)

取得価額 

相当額
21,222 7,902 528,762 224,969 782,857

減価償却累計

額相当額
13,593 3,816 132,458 25,752 175,621

期末残高 

相当額
7,628 4,086 396,304 199,216 607,236

 

機械及び

装置 

(千円)

車両 

運搬具 

(千円)

工具、 

器具及び

備品 

(千円)

ソフト 

ウェア 

(千円)

合計

(千円)

取得価額 

相当額
7,300 7,902 351,083 224,969 591,256

減価償却累計

額相当額
2,838 5,322 111,722 49,524 169,408

期末残高 

相当額
4,461 2,579 239,361 175,445 421,847

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 178,590千円

１年超 434,898千円

計 613,489千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 391,162千円

１年超 35,092千円

計 426,255千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 132,194千円

減価償却費相当額 108,530千円

支払利息相当額 25,438千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 108,613千円

減価償却費相当額 88,173千円

支払利息相当額 18,936千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左

――――――――――――――― １ ファイナンス・リース取引

（借主側）

（所有権移転外ファイナンス・リース取引）

①リース資産の内容

有形固定資産

 主として、長野店における店舗内什器及びＩＴ

関連機器等（工具、器具及び備品）であります。

無形固定資産

 主として、長野店におけるホストコンピュータ

等（ソフトウエア）であります。

②リース資産の減価償却の方法

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減

価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであ

ります。
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 該当事項はありません。 

  

（追加情報）  

 当連結会計年度から平成18年10月17日公表の「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。  

 この結果、従来の開示対象に加えて、連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引が開

示対象に追加されております。  

  

 １．関連当事者との取引 

（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

該当事項はありません。 

  

（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

  

 ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（1）親会社情報 

東京急行電鉄㈱（東京証券取引所に上場） 

㈱東急百貨店（非上場） 

  

（2）重要な関連会社の要約財務諸表 

該当事項はありません。 

前連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

 

２ オペレーティング・リース取引

（借主側）

 未経過リース料

１年以内 104,194千円

１年超 538,373千円

計 642,567千円

２ オペレーティング・リース取引

（借主側）

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能なも

のに係る未経過リース料

１年以内 130,519千円

１年超 859,021千円

計 989,541千円

(関連当事者情報)

前連結会計年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日)

当連結会計年度(自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日)
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(税効果会計関係)

前連結会計年度末 
(平成21年１月31日)

当連結会計年度末 
(平成22年１月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 貸倒引当金 14,615千円

 賞与引当金 25,103千円

 商品評価損 59,383千円

 未払役員退職慰労金

 商品券回収損引当金

22,708千円

78,607千円

 退職給付引当金

 投資有価証券評価損

250,501千円

33,212千円

 減損損失 

 繰越欠損金

16,353千円

33,471千円

 その他 38,485千円

 繰延税金資産小計 572,444千円

 評価性引当額 △157,989千円

 繰延税金資産合計 414,455千円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 2,521千円

 繰延税金負債合計 2,521千円

繰延税金資産の純額 411,933千円

再評価に係る繰延税金負債 264,112千円

 

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 貸倒引当金 10,839千円

 賞与引当金 19,388千円

 商品評価損 61,623千円

 未払役員退職慰労金

 商品券回収損引当金

14,556千円

82,910千円

 退職給付引当金 247,569千円

 減損損失 

 繰越欠損金

15,454千円

54,439千円

 その他 30,059千円

 繰延税金資産小計 536,842千円

 評価性引当額 △104,459千円

 繰延税金資産合計 432,383千円

繰延税金負債

 未収事業税 911千円

 繰延税金負債合計 911千円

繰延税金資産の純額 431,471千円

再評価に係る繰延税金負債 264,112千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 25.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△0.6％

住民税均等割額等 14.0％

負ののれん償却額による影響 △0.9％

評価性引当額の増減 82.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 160.3％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 18.8％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△3.8％

住民税均等割額等 8.8％

過年度法人税等 18.7％

評価性引当額の増減 △67.9％

その他 △1.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.9％
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（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、

投資有価証券評価損82,208千円を計上しております。 

  

  

 
  

  

 
（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。 

  

  

 

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成21年１月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(千円)
連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)
差額(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

株式 77,413 86,077 8,663

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

株式 13,151 10,730 △2,421

合計 90,565 96,807 6,241

２ 時価評価されていない主な有価証券

内容 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券
非上場株式

31,483

合計 31,483

当連結会計年度(平成22年１月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(千円)
連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(千円)
差額(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

株式 90,565 74,894 △15,671

合計 90,565 74,894 △15,671

２ 時価評価されていない主な有価証券

内容 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券
非上場株式

31,483

合計 31,483
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前連結会計年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日)、当連結会計年度(自 平成21年２

月１日 至 平成22年１月31日) 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

  

  

(デリバティブ取引関係)

(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

 

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金

制度、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設け

ておりましたが、平成20年8月１日より適格退職年

金制度を廃止し、確定拠出年金制度へ移行すると同

時に、退職一時金及び確定拠出年金の掛金の算定基

準を基本給制からポイント制に変更いたしました。

また、連結子会社は、厚生年金基金制度及び退職一

時金制度を設けております。また、従業員の退職等

に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による

退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う

場合があります。

なお、要拠出額を退職給付費用として処理してい

る複数事業主制度に関する事項は次のとおりであり

ます。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 

    (平成20年３月31日現在)

①年金資産の額 55,454,104千円

②年金財政計算上の給付債務の額 51,071,483千円

③差引額 4,382,621千円

(2) 制度全体に占める当社グループの給与総額割合 

    (自 平成19年４月１日 至 20年３月31日)

                               3.90％

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上

の過去勤務債務残高5,779,977千円であります。本

制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年元

利均等償却であり、当社グループは、当期の連結財

務諸表上、特別掛金22,277千円を費用処理しており

ます。 

 なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負

担割合とは一致いたしません。

 

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制

度、確定拠出年金制度及び厚生年金基金制度を、連

結子会社は、退職一時金制度及び厚生年金基金制度

を設けております。また、従業員の退職等に際し

て、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給

付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合が

あります。

なお、要拠出額を退職給付費用として処理してい

る複数事業主制度に関する事項は次のとおりであり

ます。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 

    (平成21年３月31日現在)

①年金資産の額 35,671,520千円

②年金財政計算上の給付債務の額 51,960,783千円

③差引額 △16,289,262千円

(2) 制度全体に占める当社グループの給与総額割合 

    (自 平成20年４月１日 至 21年３月31日)

                              3.85％

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上

の過去勤務債務残高5,411,811千円及び繰越不足金

10,877,451千円であります。本制度における過去勤

務債務の償却方法は期間20年元利均等償却であり、

当社グループは、当期の連結財務諸表上、特別掛金

21,833千円を費用処理しております。 

 なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負

担割合とは一致いたしません。

㈱ながの東急百貨店（９８２９）　平成２２年１月期決算短信

－ 32 －



前連結会計年度 

(自 平成20年２月１日 

  至 平成21年１月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年２月１日 

  至 平成22年１月31日)

 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年１月31日)

①退職給付債務 △610,057千円

②年金資産 ―千円

③小計 △610,057千円

④未認識数理計算上の差異 △9,996千円

⑤未認識過去勤務債務 ―千円

⑥退職給付引当金(③＋④＋⑤) △620,054千円

(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。

 当連結会計年度における適格退職年金制度から確
定拠出年金制度への移行に伴う影響額は次のとおり
であります。

①退職給付債務の減少 1,027,083千円

②年金資産の減少 △969,847千円

③未認識数理計算上の差異 △11,244千円

④退職給付引当金の減少 45,992千円

 また、確定拠出年金制度への資産移換額969,847
千円は当連結会計年度において移換いたしました。

  (追加情報)
 当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基
準』一部改正(その２)」（企業会計基準第14号 平
成19年５月15日）を適用しております。

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成22年１月31日)

①退職給付債務 △584,530千円

②年金資産 ―千円

③小計 △584,530千円

④未認識数理計算上の差異 △28,264千円

⑤未認識過去勤務債務 ―千円

⑥退職給付引当金(③＋④＋⑤) △612,794千円

(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日)

①勤務費用 64,546千円

②利息費用 21,961千円

③期待運用収益 △18,651千円

④数理計算上の差異の費用処理額 5,337千円

⑤過去勤務債務の費用処理額 ―千円

⑥厚生年金基金掛金 79,790千円

⑦確定拠出年金掛金 17,997千円

⑧退職給付費用
(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦)

170,983千円

⑨確定拠出年金制度への移行に伴う

損益 △44,660千円

⑩合計(⑧＋⑨) 126,322千円

(注) １ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控

除しております。

２ 簡便法を採用している連結子会社の退職

給付費用は、①勤務費用に計上しており

ます。

３ ⑥厚生年金基金掛金は、前連結会計年度

までは①勤務費用に含めておりました

が、当連結会計年度から区分しておりま

す。前連結会計年度の①勤務費用に含ま

れる厚生年金基金掛金は82,655千円であ

ります。

４ ⑨確定拠出年金制度への移行に伴う損益

は、特別利益に「退職給付制度一部終了

益」として計上しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

(自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日)

①勤務費用 37,285千円

②利息費用 11,287千円

③期待運用収益 ―千円

④数理計算上の差異の費用処理額 2,213千円

⑤過去勤務債務の費用処理額 ―千円

⑥厚生年金基金掛金 76,207千円

⑦確定拠出年金掛金 35,504千円

⑧退職給付費用
(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦)

162,498千円

(注) １ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控

除しております。

２ 簡便法を採用している連結子会社の退職

給付費用は、①勤務費用に計上しており

ます。
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前連結会計年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日)、当連結会計年度(自 平成21年２

月１日 至 平成22年１月31日） 

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

前連結会計年度 

(自 平成20年２月１日 

  至 平成21年１月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年２月１日 

  至 平成22年１月31日)

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の
 期間配分方法

期間定額基準

②割引率  2.0 ％

③期待運用収益率  3.5 ％

④過去勤務債務の
 額の処理年数

 ―

⑤数理計算上の
 差異の処理年数

 10年

(発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法により翌連結会計

年度より費用処理することと

しております。)

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の
期間配分方法

期間定額基準

②割引率  2.0％

③期待運用収益率  ―

④過去勤務債務の
額の処理年数

 ―

⑤数理計算上の
差異の処理年数

 10年

(発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法により翌連結会計

年度より費用処理することと

しております。)

(ストック・オプション等関係)

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日)、当連結会計年度(自 平成21年２

月１日 至 平成22年１月31日)

㈱ながの東急百貨店（９８２９）　平成２２年１月期決算短信

－ 34 －



  

 
  

（注）算定上の基礎 

 １.１株当たり純資産額 

 
 ２.１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 

 
  

  

  

 
  

  

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

１株当たり純資産額 757 円27銭 １株当たり純資産額 757円29銭

１株当たり当期純損失 ３円07銭 １株当たり当期純利益 ６円98銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株

当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度末 

（平成21年１月31日)
当連結会計年度末 

(平成22年１月31日)

純資産の部の合計額(千円) 7,300,965 7,296,683

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 30,705 31,502

（うち少数株主持分） （30,705) （31,502)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 7,270,259 7,265,180

普通株式の発行済株式数（株） 9,645,216 9,645,216

普通株式の自己株式数(株) 44,626 51,652

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 9,600,590 9,593,564

項目
前連結会計年度 

(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日)

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 

  至 平成22年１月31日）

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △29,549 67,070

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △29,549 67,070

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(株） 9,605,318 9,595,790

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年１月31日) 

当事業年度 
(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 596,952 588,400

受取手形 47,645 31,997

売掛金 972,659 913,868

商品 1,162,685 1,038,388

貯蔵品 21,051 18,346

前渡金 2,113 1,508

前払費用 25,318 25,398

繰延税金資産 119,660 141,741

その他 40,141 133,072

貸倒引当金 △18,819 △10,234

流動資産合計 2,969,408 2,882,488

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  10,829,383 ※1  10,825,610

減価償却累計額 △6,824,885 △7,124,999

建物（純額） 4,004,498 3,700,611

構築物 138,067 146,171

減価償却累計額 △99,944 △104,393

構築物（純額） 38,123 41,777

車両運搬具 11,979 10,492

減価償却累計額 △11,211 △10,027

車両運搬具（純額） 767 464

工具、器具及び備品 33,430 51,471

減価償却累計額 △1,601 △8,655

工具、器具及び備品（純額） 31,829 42,815

土地 ※1, ※2  8,431,443 ※1, ※2  8,431,443

リース資産 － 123,377

減価償却累計額 － △12,669

リース資産（純額） － 110,707

建設仮勘定 65,044 27,691

有形固定資産合計 12,571,707 12,355,512

無形固定資産   

ソフトウエア 2,842 1,211

リース資産 － 55,462

その他 6,467 6,467

無形固定資産合計 9,310 63,142
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年１月31日) 

当事業年度 
(平成22年１月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 128,279 106,366

関係会社株式 359,000 359,000

長期前払費用 8,564 2,083

繰延税金資産 229,520 234,491

敷金及び保証金 ※1, ※3  449,973 ※1, ※3  461,113

その他 237,985 212,988

投資損失引当金 △107,700 △107,700

貸倒引当金 △17,950 △17,950

投資その他の資産合計 1,287,673 1,250,392

固定資産合計 13,868,691 13,669,046

資産合計 16,838,099 16,551,535

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,212,151 1,150,807

短期借入金 ※1  4,562,960 ※1  4,696,160

リース債務 － 25,371

未払金 91,237 72,416

未払費用 246,271 235,326

未払法人税等 131,393 17,304

未払消費税等 32,813 6,857

商品券 827,626 800,622

前受金 39,692 36,951

預り金 946,902 935,963

前受収益 690 738

賞与引当金 55,654 44,994

商品券回収損引当金 181,370 191,791

流動負債合計 8,328,764 8,215,303

固定負債   

長期借入金 ※1  418,160 ※1  122,000

リース債務 － 144,728

再評価に係る繰延税金負債 ※2  264,112 ※2  264,112

退職給付引当金 574,361 564,753

固定負債合計 1,256,633 1,095,594

負債合計 9,585,398 9,310,897
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年１月31日) 

当事業年度 
(平成22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   

資本準備金 2,916,697 2,916,697

資本剰余金合計 2,916,697 2,916,697

利益剰余金   

利益準備金 148,786 148,786

その他利益剰余金   

別途積立金 1,300,000 1,300,000

繰越利益剰余金 139,343 141,826

利益剰余金合計 1,588,130 1,590,612

自己株式 △13,777 △15,263

株主資本合計 6,859,350 6,860,347

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,720 △9,339

土地再評価差額金 ※2  389,630 ※2  389,630

評価・換算差額等合計 393,350 380,290

純資産合計 7,252,701 7,240,638

負債純資産合計 16,838,099 16,551,535
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 21,441,208 20,178,793

売上原価   

商品期首たな卸高 1,218,788 1,162,685

当期商品仕入高 16,190,349 15,257,338

合計 17,409,138 16,420,023

商品期末たな卸高 1,162,685 1,038,388

売上原価合計 ※1  16,246,453 ※1  15,381,634

売上総利益 5,194,755 4,797,158

その他の営業収入 106,625 104,142

営業総利益 5,301,380 4,901,300

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 549,432 495,000

販売手数料 482,500 483,314

包装費 45,782 46,270

配送費 112,496 108,818

役員報酬 62,340 61,422

給料及び賞与 1,852,705 1,731,252

賞与引当金繰入額 55,654 44,994

退職給付費用 144,791 139,619

福利厚生費 288,063 255,635

業務委託費 146,882 154,798

地代家賃 202,788 220,013

水道光熱費 171,497 163,609

修繕費 75,988 77,200

消耗品費 183,909 158,482

減価償却費 339,576 362,198

その他 269,046 257,733

販売費及び一般管理費合計 4,983,456 4,760,363

営業利益 317,924 140,936

営業外収益   

受取利息 4,164 2,583

債務勘定整理益 105,076 108,761

その他 8,833 12,866

営業外収益合計 118,074 124,211

営業外費用   

支払利息 65,706 42,687

商品券回収損引当金繰入額 63,335 128,086

その他 13,304 14,014

営業外費用合計 142,346 184,788

経常利益 293,652 80,359
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 4,132

固定資産受贈益 ※2  11,965 ※2  7,697

退職給付制度終了益 44,660 －

特別利益合計 56,626 11,829

特別損失   

固定資産除却損 ※3  12,022 ※3  19,195

商品評価損 4,270 －

投資有価証券評価損 82,208 －

会員権評価損 6,000 －

商品券回収損引当金繰入額 198,547 －

リース解約損 3,154 10,112

特別損失合計 306,202 29,308

税引前当期純利益 44,075 62,880

法人税、住民税及び事業税 144,840 6,285

過年度法人税等 － 14,707

法人税等調整額 △69,931 △18,199

法人税等合計 74,908 2,793

当期純利益又は当期純損失（△） △30,832 60,086
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,368,299 2,368,299

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,368,299 2,368,299

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,916,697 2,916,697

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,916,697 2,916,697

資本剰余金合計   

前期末残高 2,916,697 2,916,697

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,916,697 2,916,697

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 148,786 148,786

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 148,786 148,786

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,200,000 1,300,000

当期変動額   

別途積立金の積立 100,000 －

当期変動額合計 100,000 －

当期末残高 1,300,000 1,300,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 327,832 139,343

当期変動額   

別途積立金の積立 △100,000 －

剰余金の配当 △57,656 △57,603

当期純利益又は当期純損失（△） △30,832 60,086

当期変動額合計 △188,489 2,482

当期末残高 139,343 141,826
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 1,676,619 1,588,130

当期変動額   

剰余金の配当 △57,656 △57,603

当期純利益又は当期純損失（△） △30,832 60,086

当期変動額合計 △88,489 2,482

当期末残高 1,588,130 1,590,612

自己株式   

前期末残高 △11,535 △13,777

当期変動額   

自己株式の取得 △2,241 △1,485

当期変動額合計 △2,241 △1,485

当期末残高 △13,777 △15,263

株主資本合計   

前期末残高 6,950,081 6,859,350

当期変動額   

剰余金の配当 △57,656 △57,603

当期純利益又は当期純損失（△） △30,832 60,086

自己株式の取得 △2,241 △1,485

当期変動額合計 △90,730 997

当期末残高 6,859,350 6,860,347

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △36,388 3,720

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 40,108 △13,060

当期変動額合計 40,108 △13,060

当期末残高 3,720 △9,339

土地再評価差額金   

前期末残高 389,630 389,630

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 389,630 389,630

評価・換算差額等合計   

前期末残高 353,242 393,350

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 40,108 △13,060

当期変動額合計 40,108 △13,060

当期末残高 393,350 380,290
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

純資産合計   

前期末残高 7,303,323 7,252,701

当期変動額   

剰余金の配当 △57,656 △57,603

当期純利益又は当期純損失（△） △30,832 60,086

自己株式の取得 △2,241 △1,485

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 40,108 △13,060

当期変動額合計 △50,622 △12,062

当期末残高 7,252,701 7,240,638
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 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)【重要な会計方針】

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

 同左

(2) その他有価証券

 時価のあるもの

  期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差

額は、全部純資産直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により算定)

(2) その他有価証券

 時価のあるもの

  同左

 時価のないもの

 移動平均法による原価法

 時価のないもの

 同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

 売価還元法による原価法

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

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）

(2) 貯蔵品

 先入先出法による原価法

(2) 貯蔵品

同左

３ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

① 建物及び構築物

ａ平成19年３月31日以前に取得したもの 

  旧定額法 

ｂ平成19年４月１日以降に取得したもの 

  定額法   

３ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

① 建物及び構築物（リース資産を除く）

  同左  

② その他の有形固定資産

ａ平成19年３月31日以前に取得したもの 

  旧定率法 

ｂ平成19年４月１日以降に取得したもの 

  定率法 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建物     ８年～39年   

 器具及び備品 ５年～８年 

② その他の有形固定資産（リース資産を除く）

  同左

――――――――――――――― ③ リース資産

 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

定額法

 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）とする定額法によっておりま

す。

(2) 無形固定資産

 定額法

 なお、耐用年数については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっております。

 ただし、ソフトウェア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。

(2) 無形固定資産

① リース資産以外の無形固定資産

 同左
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前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

――――――――――――――― ② リース資産

 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

定額法

 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）とする定額法によっておりま

す。

(3) 長期前払費用

 均等償却

 なお、償却期間については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっております。

(3) 長期前払費用

同左

４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

４ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 投資損失引当金

 子会社への投資に対する損失に備えるため、子

会社株式について当該子会社の財政状態を勘案し

て、必要額を計上しております。

(2) 投資損失引当金

 同左

(3) 賞与引当金

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 賞与引当金

 同左

(4) 商品券回収損引当金 

 商品券等が負債計上中止後に回収された場合に

発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく

将来の回収見込額を計上しております。

(4) 商品券回収損引当金

 同左

(5) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務の見込額に基づき、当事業

年度末において発生していると認められる額を計

上しております。

 数理計算上の差異については、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定額法により、それぞれ発

生の翌事業年度より費用処理しております。

(5) 退職給付引当金

 同左

 

５ リース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・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

によっております。

―――――――――――――――

６ その他財務諸表作成のための重要な事項 ５ その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

 税抜方式によっております。

① 消費税等の会計処理

同左

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成21年1月31日以前のものに

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

㈱ながの東急百貨店（９８２９）　平成２２年１月期決算短信

－ 45 －



(6)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

――――――――――――――― (棚卸資産の評価に関する会計基準)

当事業年度より、「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、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益が25,948千円それぞ

れ減少しております。 

 

――――――――――――――― (リース取引に関する会計基準等)

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の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、当事業年度より「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））を適用し、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。

 なお、リース取引開始日が平成21年１月31日以前の

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によっ

ております。

 なお、これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。 

 

(商品券回収損引当金) 

 従来、未回収の商品券等について、債務履行の可能性

を考慮して一定の期間が経過したときには、負債計上を

中止して、回収時に費用計上しておりましたが、「租税

特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金

並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第42号

平成19年４月13日）が公表されたのを受け、当事業年度

より、当該商品券等が負債計上中止後に回収された場合

に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく将来

の回収見込額を商品券回収損引当金として計上すること

といたしました。 

 この変更により、過年度の引当金繰入相当額198,547

千円を特別損失に計上しております。 

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、経常

利益は17,177千円増加し、税引前当期純利益は181,370

千円減少しております。

―――――――――――――――
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【追加情報】

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

(有形固定資産の減価償却の方法)

法人税法の改正（(所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令平成19年３月30日 政令第83号

号)）に伴い、当事業年度から、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が

終了した翌年から５年間で均等償却する方法によってお

ります。

これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ29,676

千円減少しております。  

 

―――――――――――――――

(退職給付制度の変更)

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成20年８月

１日より適格退職年金制度を廃止し、退職給付制度の一

部を確定拠出年金制度へ移行したことにより、「退職給

付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準委

員会 平成14年１月31日 企業会計基準適用指針第１

号）を適用しております。

本移行に伴う影響額45,992千円は、制度変更に伴う年

金受給者への精算額1,331千円と相殺表示し、「退職給

付制度一部終了益」として特別利益に計上しておりま

す。

―――――――――――――――
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年１月31日)

当事業年度 
(平成22年１月31日)

 

※１ 担保提供資産

(1) 借入金に対する担保

担保に供している資産

建物 3,225,763千円

土地 8,408,697千円

計 11,634,460千円

上記に対応する債務

短期借入金 4,062,960千円

長期借入金 403,160千円

計 4,466,120千円

 

※１ 担保提供資産

(1) 借入金に対する担保

担保に供している資産

建物 2,958,568千円

土地 8,397,157千円

計 11,355,726千円

上記に対応する債務

短期借入金 4,331,160千円

長期借入金 122,000千円

計 4,453,160千円

(2) 宅地建物取引業法に伴う供託

敷金及び保証金 10,000千円

(2) 宅地建物取引業法に伴う供託

敷金及び保証金 10,000千円

 

※２ 事業用土地の再評価

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行

っております。

再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４

号に定める地価税計算のために公表された価額に合

理的な調整を行う方法としております。

再評価差額のうち税効果相当額を負債の部の固定

負債に「再評価に係る繰延税金負債」として、その

他の金額を純資産の部に「土地再評価差額金」とし

て計上しております。

再評価を行った年月日 平成13年１月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再
評価後の帳簿価額との差額

△5,434,836千円

 

※２ 事業用土地の再評価

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行

っております。

再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行

令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第４

号に定める地価税計算のために公表された価額に合

理的な調整を行う方法としております。

再評価差額のうち税効果相当額を負債の部の固定

負債に「再評価に係る繰延税金負債」として、その

他の金額を純資産の部に「土地再評価差額金」とし

て計上しております。

再評価を行った年月日 平成13年１月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再
評価後の帳簿価額との差額

△5,503,335千円

※３ 関係会社に係る注記

関係会社に対するものが、次のとおり含まれてお

ります。

敷金及び保証金 328,816千円

※３ 関係会社に係る注記

関係会社に対するものが、次のとおり含まれてお

ります。

敷金及び保証金 296,961千円

４ 偶発債務

(1) 「社員ローン規程」に基づく従業員の銀行借入

金32,195千円に対して債務保証を行っておりま

す。

４ 偶発債務

(1) 「社員ローン規程」に基づく従業員の銀行借入

金29,614千円に対して債務保証を行っておりま

す。

(2) 子会社㈱北長野ショッピングセンターの銀行借

入金1,669,000千円に対して債務保証を行ってお

ります。

(2) 子会社㈱北長野ショッピングセンターの銀行借

入金1,623,000千円に対して債務保証を行ってお

ります。
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前事業年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

   
(変動事由の概要) 

 増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買取りによる増加  8,832株 

  

当事業年度(自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

   
(変動事由の概要) 

 増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

  単元未満株式の買取りによる増加   7,026株 

  

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

※１ ――――――――――――――― ※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

         売上原価合計         25,948千円 

 

※２ 本館３階及び別館１、２階の売場改装等に伴う設

備投資額のうち、取引先負担相当額を固定資産受贈

益として計上しております。 

 

※２ 本館１、２、６階の売場改装等に伴う設備投資額

のうち、取引先負担相当額を固定資産受贈益として

計上しております。 

 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

   建物           12,022千円  

   

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

   建物           19,195千円  

   

(株主資本等変動計算書関係)

１ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 35,794 8,832 ─ 44,626

１ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 44,626 7,026 ― 51,652
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

（通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ているもの）

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

機械及び 

装置 

(千円)

車両及び

運搬具 

(千円)

器具及び 

備品 

(千円)

ソフト 

ウェア 

(千円)

合計 

(千円)

取得価額 

相当額
21,222 7,902 468,792 224,969 722,888

減価償却累計額

相当額
13,593 3,816 110,405 25,752 153,568

期末残高 

相当額
7,628 4,086 358,387 199,216 569,319

 

機械及び

装置 

(千円)

車両 

運搬具 

(千円)

工具、 

器具及び 

備品 

(千円)

ソフト 

ウェア 

(千円)

合計 

(千円)

取得価額 

相当額
7,300 7,902 307,563 224,969 547,736

減価償却累計額

相当額
2,838 5,322 101,356 49,524 159,043

期末残高 

相当額
4,461 2,579 206,207 175,445 388,693

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 173,976千円

１年超 400,984千円

計 574,961千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 368,548千円

１年超 23,814千円

計 392,362千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 125,455千円

減価償却費相当額 103,265千円

支払利息相当額 23,784千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 102,504千円

減価償却費相当額 83,411千円

支払利息相当額 17,421千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

 同左

利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

利息相当額の算定方法 

 同左

―――――――――― １ ファイナンス・リース取引

（借主側）

（所有権移転外ファイナンス・リース取引）

①リース資産の内容

有形固定資産

 主として、店舗内什器及びＩＴ関連機器等（工

具、器具及び備品）であります。

無形固定資産

 主として、ホストコンピュータ等（ソフトウエ

ア）であります。

②リース資産の減価償却の方法

 重要な会計方針「３ 固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。
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前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

 

２ オペレーティング・リース取引

 (借主側)

未経過リース料

１年以内 173,566千円

１年超 667,882千円

計 841,449千円

２ オペレーティング・リース取引

 (借主側)

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能なも

のに係る未経過リース料

１年以内 198,346千円

１年超 903,711千円

計 1,102,057千円
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前事業年度及び当事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

 

前事業年度(自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日)、当事業年度(自 平成21年２月１日

至 平成22年１月31日) 

 該当事項はありません。 

(有価証券関係)

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成21年１月31日)

当事業年度 
(平成22年１月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 貸倒引当金 14,615千円

 賞与引当金 22,484千円

 商品評価損 59,383千円

 未払役員退職慰労金 22,708千円

 商品券回収損引当金 73,273千円

 退職給付引当金 232,042千円

 投資損失引当金 43,510千円

 投資有価証券評価損 33,212千円

 減損損失 16,353千円

 その他 34,362千円

 繰延税金資産小計 551,947千円

 評価性引当額 △200,244千円

 繰延税金資産合計 351,702千円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 2,521千円

 繰延税金負債合計 2,521千円

繰延税金資産の純額 349,180千円

再評価に係る繰延税金負債 264,112千円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 貸倒引当金 10,771千円

 賞与引当金 18,177千円

 商品評価損 60,554千円

 未払役員退職慰労金 14,556千円

 商品券回収損引当金 77,483千円

 退職給付引当金 228,160千円

 投資損失引当金 43,510千円

 減損損失 15,454千円

 繰越欠損金 28,957千円

 その他 26,664千円

 繰延税金資産小計 524,292千円

 評価性引当額 △146,672千円

 繰延税金資産合計 377,620千円

繰延税金負債

 未収事業税 1,387千円

 繰延税金負債合計 1,387千円

繰延税金資産の純額 376,232千円

再評価に係る繰延税金負債 264,112千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 25.3％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.6％

住民税均等割額等 14.1％

評価性引当額の増減 90.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 169.9％

  

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 22.0％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△4.8％

住民税均等割額等 10.0％

過年度法人税等 23.4％

評価性引当額の増減 △85.2％

その他 △1.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.4％

  

(企業結合等関係)
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（注）算定上の基礎 

 １.１株当たり純資産額 

 
  

 ２.１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 

 
  

  

 
  

  

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年２月１日
至 平成21年１月31日)

当事業年度
(自 平成21年２月１日
至 平成22年１月31日)

１株当たり純資産額 755円44銭 １株当たり純資産額 754円73銭

１株当たり当期純損失 ３円20銭 １株当たり当期純利益 ６円26銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、1株

当たり当期純損失であり潜在株式が存在しないため、記

載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在

株式が存在しないため、記載しておりません。

項目
前事業年度末 

（平成21年１月31日)
当事業年度末 

(平成22年１月31日)

純資産の部の合計額(千円) 7,252,701 7,240,638

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ─ ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 7,252,701 7,240,638

普通株式の発行済株式数(株） 9,645,216 9,645,216

普通株式の自己株式数(株) 44,626 51,652

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 9,600,590 9,593,564

項目
前事業年度 

(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日)

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 

  至 平成22年１月31日）

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △30,832 60,086

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △30,832 60,086

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(千円) ─ ―

普通株式の期中平均株式数(株） 9,605,318 9,595,790

(重要な後発事象)

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日)

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日)

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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①代表者の異動（平成22年４月14日予定） 

１．退任予定代表取締役 

 代表取締役 加藤 和年（現 当社代表取締役会長） 

  

②その他の役員の異動（平成22年４月14日予定） 

１．新任取締役候補 

 取締役   鈴木 克久（現 ㈱東急百貨店 代表取締役会長） 

            （現 東京急行電鉄㈱ 代表取締役副社長） 

（注）新任取締役候補 鈴木 克久氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２．退任予定取締役 

 取締役   稲葉  博（現 当社専務取締役） 

 取締役   市村 秀三（当社常勤監査役就任予定） 

 取締役   水田 寛和（現 ㈱東急百貨店取締役相談役） 

 取締役   高波 謙二 

３．新任監査役候補 

 常勤監査役 市村 秀三（現 当社取締役） 

 監査役   雨宮  主（現 ㈱東急百貨店 常務執行役員経営統括室長） 

（注）新任監査役候補 雨宮 主氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

４．退任予定監査役 

 常勤監査役 堀口  強 

 監査役   曽禰  昭（現 ㈱セントラルフーズ 取締役会長） 

  

  

  

6. その他

(1) 役員の異動
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