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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3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3月期 419,255 △6.3 10,438 14.2 9,924 31.8 5,104 ―

21年3月期 447,400 △9.3 9,138 △49.7 7,528 △56.6 △8,750 ―

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3月期 18.65 18.42 1.6 1.5 2.5
21年3月期 △31.90 ― △2.7 1.1 2.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △48百万円 21年3月期  △105百万円

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3月期 664,357 312,534 47.0 1,140.54
21年3月期 685,351 311,136 45.4 1,135.44

（参考） 自己資本   22年3月期  312,188百万円 21年3月期  310,818百万円

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3月期 30,811 △13,034 △14,519 32,283
21年3月期 15,316 △18,234 2,409 29,026

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3月期 ― 14.00 ― 14.00 28.00 7,664 ― 2.4
22年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 3,832 75.1 1.2

23年3月期 
（予想）

― 7.00 ― 7.00 14.00 69.7

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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

194,500 △3.7 2,000 29.1 2,000 21.1 1,000 82.5 3.65

通期 409,000 △2.4 11,500 10.2 10,500 5.8 5,500 7.8 20.09



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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株あたり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、21ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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3月期 318,660,417株 21年3月期 318,660,417株

② 期末自己株式数 22年3月期  44,941,174株 21年3月期  44,918,979株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3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3月期 9,392 △36.6 4,849 △49.2 4,926 △46.0 3,950 △44.5

21年3月期 14,818 △92.5 9,543 48.5 9,115 △58.2 7,123 △49.4

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3月期 14.43 14.47
21年3月期 25.97 25.28

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 566,053 275,283 48.6 1,005.72
21年3月期 574,218 275,165 47.9 1,005.20

（参考） 自己資本 22年3月期  275,283百万円 21年3月期  275,165百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。業績予想の前提その他の関連する事項につきましては、４ページをご参照ください。 



(1）経営成績に関する分析  

 当期の経営環境は、景気悪化に底打ちの兆しが見られ、企業収益の回復期待が高まる中、個人消費に

つきましては、政府の経済政策の効果が一部に見られたものの、雇用環境の悪化や所得の減少を背景に、消費者の

節約志向が一段と高まるなど、依然として厳しい状況が続きました。 

 当社グループにおきましては、こうした厳しい環境下においても、利益が確保できる体質に転換するため、

コスト構造の改革に取り組むとともに、当社グループの強みである「店舗・カード・Ｗｅｂ」の三位一体の独自の

戦略を推進することで業績の回復を目指してまいりました。 

 この結果、連結売上高は、お買上単価の低下などにより、419,255百万円（前年同期比6.3％減）、計画比では

99％となりましたが、利益面につきましては、カード事業が順調に拡大したことに加え、人件費や販売事務費など

販管費の削減により、営業利益は10,438百万円（前年同期比14.2％増）、経常利益は9,924百万円（同31.8％増）と

４年ぶりに増益に転じることができました。 

 また、当期純利益は期初予想を上回り5,104百万円となりました。 

  

事業別の状況 

（小売事業）  

 小売事業では、お客様ニーズに基づく商売の見直しを継続・強化することで、客層ならびに客数の拡大による

売上回復に努めてまいりました。 

 まず、価格帯の見直しなど、いち早く対応を図ってまいりました品揃えにつきましては、お客様のご要望の強い

生活雑貨の拡充や幅広い年代のお客様に支持される新規ショップの導入などカテゴリーの拡大をすすめて

まいりました。また、ＰＢ商品を中心にサイズ展開の見直しに着手するなど、客層と客数の拡大に向けた取り組みを

いっそう強化してまいりました。 

 また、末永く丸井をご利用いただくための施策として年４回実施した、エポスカードの会員優待セール「マルコと

マルオの７日間」では、期間中のご利用客数が、回を追うごとに拡大し、特に、新規のご利用客の増加に加え、

リピートのお客様が順調に拡大するなど、当初のねらいどおり好調に推移いたしました。 

 これらの施策により、お買上客数は５％増と昨年に引き続き拡大いたしました。さらに、お客様のご支持の

バロメーターとして重視している既存店のご来店客数も、下半期より上昇に転じ、８年ぶりに増加いたしました。

しかしながら、リーマンショック以降に顕著になったお買上単価の低下は、後半に下げ止まりの兆しが見られた

ものの、年間を通して低調に推移したことにより、小売事業の売上高は計画を下回る結果となりました。 

 一方、コスト面では、先行して実施してまいりました店舗のスクラップ＆ビルドによる、人件費や設備費など

固定費の計画的な削減に加え、引き続き販売促進費や事務費等の見直しをすすめた結果、小売事業の販管費は、

昨年４月にオープンした「新宿マルイ本館」の開店費用を吸収し、大幅に低減することができました。 

 次に、通信販売につきましては、店舗とＷｅｂの一体化をすすめ、併用客の拡大によるお得意様づくりを

推進いたしました。Ｗｅｂで購入した商品の試着や受け取り・返品などができる店舗とＷｅｂの融合サービスの

拠点である「ウェブチャネルパーク」を、新宿マルイ本館に続き、シティ池袋やなんばマルイなど４店舗に

拡大いたしました。 

 また、リアルタイムの単品情報システムを活かし、店舗とＷｅｂ通販の在庫を共有化することで、お客様ニーズ

への対応と販売効率の向上を図ってまいりました。この結果、Ｗｅｂ通販の売上高は、前年同期比約３割増と

引き続き好調に推移し、通信販売の売上高は、店舗との比較で４番店相当にまで拡大いたしました。 

    

（カード事業）  

 カード事業では、カード会員数の拡大と利用率の向上に取り組んでまいりました。 

 エポスカード初となるご紹介キャンペーンの実施や関西２店舗でのカードの即時発行の開始に加え、丸井店舗の

導入階にカード発行カウンターを設置し、お客様の利便性を高めることで、新規のご入会を促進するなど、

カード会員数の拡大を推進してまいりました。これにより、３月末の会員数は前期に対して約40万人増加し、

476万人となりました。また、昨年より強化してまいりましたカード会員のネット登録者数も160万人を超え、

ご利用客数も約260万人と着実に増加いたしました。 

 この結果、加盟店でのショッピングクレジット取扱高が、1.3倍と拡大し、カード事業の年間の取扱高は5300億円

と過去 高になるなど順調に推移いたしました。これにより、割賦手数料と加盟店手数料の収入の増加が

消費者ローン利息収入の減少を補い、カード事業の売上高は計画どおり増収となりました。あわせて、カード事業の

９割以上を占めていた消費者ローン利息収入の売上構成は、ショッピングクレジットの拡大により７割以下まで

低下するなど、キャッシングに頼っていた従来の収益構造からの転換を確実にすすめることができました。 

 また、コールセンター業務の省力化やプロセッシング業務のアウトソーシング化に加え、ご利用明細書を郵送から

１．経営成績



ネット配信へ切替えることにより郵送コストの削減を図るとともに、店舗を持つ当社独自の強みを活かし、カードの

有効期限の更新手続きを丸井店舗で迅速かつ効率的に実施するなどローコストな運営を推進してまいりました。 

 以上の結果、カード事業の営業利益は、前期比1.5倍と高伸長し、３年ぶりに増収増益となりました。 

  

（小売関連サービス事業）  

 小売関連サービス事業では、商業施設の受注環境の悪化などにより、店装事業の売上高が減少する一方で、

保有資産を有効活用した不動産収入が堅調に推移いたしました。また、小売関連サービス事業各社は、担当事業の

専門性を活かし、事業の品質を維持しながら外部流出コストを抑制するなど、グループのコスト構造改革の一端を

担うことにより連結収益に貢献いたしました。 

   

次期の見通し 

 次期の経営環境は、外需の拡大による企業業績の持ち直しが期待される一方で、引き続き雇用や所得環境は低調に

推移し、個人消費の回復も先行き不透明であることに加え、６月には改正貸金業法が 終施行されるなど、

厳しい環境が継続することが想定されます。 

 このような環境のもと、当社グループにおきましては、昨年から推進しております「事業・収益構造の転換」や、

当社グループの強みである「店舗・カード・Ｗｅｂ」の三位一体の独自の戦略をいっそう強化するとともに、

中長期的な視点で計画的に実施してまいりました、店舗のスクラップ＆ビルドや自主・ＰＢの取り組みに

つきましても、今後の成長と収益の拡大に向けて、さらに進化させてまいります。 

 まず、小売事業では、引き続き、お客様ニーズに基づく商売の見直しをすすめ、客層と客数の拡大による売上高の

回復に努めてまいります。 

 特に、品揃えにつきましては、価格帯の見直しやカテゴリーの拡大等に加え、リーマンショック以降急激に

変化したお客様の購買行動や価値観に対応した取り組みをよりいっそう強化してまいります。具体的には、

ＰＢ商品を中心に、お客様のライフスタイルに合わせた付加価値の高い独自商品の導入や、サイズ展開の見直しを

すすめ、幅広いお客様にご支持いただける品揃えを実現し、客層の幅を広げることで客数の拡大に努めて

まいります。また、ＰＢ商品の売上拡大に併せて、仕入れ・在庫コントロールの精度をさらに高めることにより、

小売事業の荒利率の改善にも取り組んでまいります。 

 また、これまで戦略的に実施してまいりました店舗のスクラップ＆ビルドによる効果は、次期以降も継続する

見込みで、引き続き、人件費や設備費など固定費の見直しに計画的に取り組んでまいります。 

 一方、出店につきましては、昨年の「新宿マルイ本館」の開店に続き、2010年度冬には、創業の地である中野に

新しい店舗を開店いたします。「中野新店」は、グループとしては初の商業とオフィスの複合ビルとしての開店を

予定しており、小売の収益に加え、不動産収益の拡大にも寄与する見込みです。今後は、先行して行ったスクラップ

が一巡した利点を活かし、国内の有望な商圏や中国など新たな出店を検討してまいります。 

 さらに、通信販売では、引き続き、店舗・カードとの連携を高めた施策を通して、併用客の拡大による

お得意様づくりを推進いたします。また、小売業としての売場づくり発想による、楽しく使いやすいＷｅｂページの

制作やお客様のニーズに合わせたコンテンツの提供など、カタログからＷｅｂ中心のビジネスへの移行を本格的に

すすめてまいります。また、通販事業では 大のコストであるカタログ経費の見直しもすすめ、収益構造の改革にも

取り組んでまいります。 

 次に、カード事業では、カード会員数とご利用客数の拡大に取り組んでまいります。具体的には、昨年から

すすめている丸井店舗のカードセンターの導入階展開を順次拡大し、お客様の利便性を高めるとともに、

ＦＩＦＡワールドカップのデザインカードの発行など、丸井グループならではの取り組みによりカード会員数を

伸ばしてまいります。また、カード会員向けの優待施設の拡充やポイントアップの特典など会員サービスを

充実させることで、ご利用客数の拡大を図ってまいります。 

 さらにコスト面におきましても、ご利用明細書のネット配信の推進や丸井店舗での更新手続き等の取り組みに

加え、自社ＡＴＭの運営方法を抜本的に見直すことで、資金効率の改善と合わせ経費の低減を図るなど、継続して

ローコストな運営を推進してまいります。 

 これらの施策により、カード事業は、昨年に続き、増収増益を目指してまいります。 

 以上の結果、通期の業績につきましては、連結売上高は、4090億円（前年同期比2.4％減）、営業利益は115億円

（同10.2％増）、経常利益は105億円（同5.8％増）、当期純利益は55億円（同7.8％増）を予想しております。 

 なお、６月に施行予定の総量規制につきましては、ご利用制限による融資残高の減少や一時的な貸倒の増加等の

影響が想定されますが、現時点では、影響額を合理的に見積もることが困難であるため、法律施行後の状況を

見極めた上で適切に対応してまいります。 

  



(2）財政状態に関する分析 

資産、負債及び純資産の状況 

 当期末における総資産は、664,357百万円となり、前期末に比べ20,993百万円の減少となりました。流動資産にお

いては、消費者金融を取り巻く環境変化をふまえて、前期に与信基準を政策的に見直したことなどにより、営業貸付

金が15,631百万円減少いたしました。また、割賦売掛金は15,082百万円の債権流動化による減少があった一方、エポ

スカードの会員数の拡大によりショッピングクレジットの取扱高が増加したことにより、7,110百万円の増加となり

ました。なお、流動化により残高に含めていない割賦売掛金は25,082百万円となりました。固定資産においては、有

形固定資産が減価償却などにより4,729百万円減少いたしました。 

 負債合計は22,390百万円減少し、351,823百万円となりました。これは、社債が10,000百万円減少し、コマーシャ

ル・ペーパーが6,000百万円減少したことなどによるものです。 

 純資産は312,534百万円となり、自己資本比率は前期末の45.4％から47.0％となりました。 

   

キャッシュ・フローの状況 

 当期末における「現金及び現金同等物の期末残高」は、32,283百万円となり、前期末に比べ3,257百万円増加いた

しました。当期におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、30,811百万円の収入となり、前期に比べて15,495百万円の増加となりまし

た。これは主に、税金等調整前当期純利益が19,924百万円増加した一方、利息返還損失引当金が減少し18,680百万円

の支出増となったものの、割賦売掛金の増加額が前期に比べて7,868百万円少なかったことや、法人税等の支払額が

8,893百万円減少し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、13,034百万円の支出となり、前期に比べて5,199百万円の支出減となりま

した。これは主に、固定資産の売却による収入が6,120百万円減少したものの、固定資産の取得による支出が5,512百

万円減少したことに加え、投資有価証券の取得による支出が3,850百万円減少したことによるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、14,519百万円の支出となり、前期に比べて16,928百万円の支出増となりま

した。これは主に、社債の発行による収入が24,818百万円あった一方、コマーシャル・ペーパーの増減額が前期に比

べ27,000百万円減少したことや、長期借入れによる収入が16,600百万円減少したことなどによるものです。 

 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりとなります。 

  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／キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

   （注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

   （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

   （注４）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。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

 当社グループは、株主資本利益率の向上につとめるとともに、業績動向や配当性向等を総合的に勘案し、株主の

皆様に適正な利益配分を継続的に実施することを基本方針としております。 

 また、内部留保資金につきましては、キャッシュ・フローを踏まえつつ、将来の事業拡大や収益向上に向けた戦略

的な再投資に積極的に充当してまいります。 

 当期の期末配当金につきましては、１株当たり７円とし、中間配当金７円と合わせ、通期では１株当たり14円と

する予定です。 

 また、次期の配当につきましては、１株当たり年間配当金は14円とし、中間配当金はその２分の１の７円とする予

定です。  

  平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率（％） 45.4 47.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 20.9 27.9 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 19.1 9.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 4.3 10.8 



 近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。 
  

  

 平成19年３月期決算短信（平成19年５月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

 なお、配当方法につきましては、５ページ「（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」に記載して

おります。  

  

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。  

 （当社ホームページ） 
http://www.0101maruigroup.co.jp 

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 
http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,026 32,283

受取手形及び売掛金 6,217 5,160

割賦売掛金 88,761 95,871

営業貸付金 207,117 191,486

商品 27,634 25,566

繰延税金資産 7,500 8,007

その他 21,975 14,846

貸倒引当金 △10,280 △9,820

流動資産合計 377,953 363,403

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 249,234 256,648

減価償却累計額 △162,033 △171,204

建物及び構築物（純額） 87,201 85,444

土地 102,179 103,312

建設仮勘定 4,379 2,321

その他 34,706 34,392

減価償却累計額 △24,581 △26,315

その他（純額） 10,125 8,076

有形固定資産合計 203,884 199,154

無形固定資産 6,537 7,552

投資その他の資産   

投資有価証券 24,108 27,568

差入保証金 46,536 45,947

繰延税金資産 20,626 17,015

その他 5,705 3,717

投資その他の資産合計 96,976 94,248

固定資産合計 307,398 300,954

資産合計 685,351 664,357



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 28,083 27,914

短期借入金 71,529 75,744

1年内償還予定の社債 35,000 30,000

コマーシャル・ペーパー 26,000 20,000

未払法人税等 620 582

賞与引当金 4,345 2,773

ポイント引当金 748 940

商品券等引換損失引当金 134 134

その他 18,791 17,078

流動負債合計 185,251 175,166

固定負債   

社債 60,000 55,000

転換社債 39,532 39,532

長期借入金 60,000 63,400

繰延税金負債 1,409 －

利息返還損失引当金 22,600 12,119

その他 5,421 6,605

固定負債合計 188,963 176,656

負債合計 374,214 351,823

純資産の部   

株主資本   

資本金 35,920 35,920

資本剰余金 91,307 91,307

利益剰余金 242,827 242,182

自己株式 △53,873 △53,885

株主資本合計 316,182 315,525

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,364 △3,337

評価・換算差額等合計 △5,364 △3,337

少数株主持分 318 345

純資産合計 311,136 312,534

負債純資産合計 685,351 664,357



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

小売事業売上高 366,570 338,426

小売事業売上原価 260,393 242,864

小売事業売上総利益 106,177 95,561

カード事業収益   

消費者ローン利息収入 34,442 31,897

割賦手数料 7,250 9,554

その他 4,680 5,772

カード事業収益合計 46,372 47,223

小売関連サービス事業収益 34,457 33,605

小売関連サービス事業原価 26,881 26,464

小売関連サービス事業総利益 7,576 7,141

売上総利益 160,125 149,926

販売費及び一般管理費   

広告宣伝販促費 14,074 12,959

ポイント引当金繰入額 748 940

貸倒損失 1,387 327

貸倒引当金繰入額 10,214 9,682

給料及び手当 38,001 35,545

賞与引当金繰入額 4,147 2,653

地代家賃 18,388 18,349

減価償却費 16,863 17,277

その他 47,161 41,752

販売費及び一般管理費合計 150,986 139,488

営業利益 9,138 10,438

営業外収益   

受取利息 183 193

受取配当金 549 472

固定資産受贈益 1,298 1,374

その他 634 780

営業外収益合計 2,666 2,821

営業外費用   

支払利息 3,387 2,803

持分法による投資損失 105 48

その他 784 483

営業外費用合計 4,276 3,335

経常利益 7,528 9,924



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※1  5,071 －

投資有価証券売却益 1,902 229

債権譲渡益 － 1,059

特別利益合計 6,974 1,288

特別損失   

固定資産除却損 2,481 1,985

店舗閉鎖損失 1,719 862

減損損失 ※2  410 ※2  794

投資有価証券評価損 2,270 549

投資有価証券売却損 1,730 －

会員権評価損 23 －

たな卸資産評価損 1,325 －

利息返還損失引当金繰入額 ※3  17,445 －

特別損失合計 27,406 4,191

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△12,903 7,021

法人税、住民税及び事業税 1,812 1,597

法人税等還付税額 △2,165 △15

法人税等調整額 △3,843 299

法人税等合計 △4,196 1,881

少数株主利益 42 35

当期純利益又は当期純損失（△） △8,750 5,104



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 35,920 35,920

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 35,920 35,920

資本剰余金   

前期末残高 91,307 91,307

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 91,307 91,307

利益剰余金   

前期末残高 259,312 242,827

当期変動額   

剰余金の配当 △7,734 △5,748

当期純利益又は当期純損失（△） △8,750 5,104

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △16,485 △645

当期末残高 242,827 242,182

自己株式   

前期末残高 △49,544 △53,873

当期変動額   

自己株式の取得 △4,329 △13

自己株式の処分 1 1

当期変動額合計 △4,328 △11

当期末残高 △53,873 △53,885

株主資本合計   

前期末残高 336,996 316,182

当期変動額   

剰余金の配当 △7,734 △5,748

当期純利益又は当期純損失（△） △8,750 5,104

自己株式の取得 △4,329 △13

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △20,813 △657

当期末残高 316,182 315,525

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △550 △5,364

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,813 2,027

当期変動額合計 △4,813 2,027

当期末残高 △5,364 △3,337



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

少数株主持分   

前期末残高 319 318

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 27

当期変動額合計 △1 27

当期末残高 318 345



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△12,903 7,021

減価償却費 19,384 19,257

ポイント引当金の増減額（△は減少） 54 192

貸倒引当金の増減額（△は減少） △440 △460

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 8,199 △10,480

賞与引当金の増減額（△は減少） △140 △1,572

受取利息及び受取配当金 △733 △666

支払利息 3,387 2,803

固定資産除却損 1,966 1,779

固定資産売却損益（△は益） △5,071 －

店舗閉鎖損失 1,670 516

減損損失 410 794

投資有価証券評価損益（△は益） 2,270 549

たな卸資産評価損 1,325 －

受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） 2,438 1,056

割賦売掛金の増減額（△は増加） △14,979 △7,110

営業貸付金の増減額（△は増加） 15,417 15,631

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,911 1,961

買掛金の増減額（△は減少） △4,492 △168

その他 △2,142 △3,407

小計 21,533 27,697

利息及び配当金の受取額 657 555

利息の支払額 △3,585 △2,840

法人税等の支払額 △10,517 △1,623

法人税等の還付額 7,227 7,022

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,316 30,811



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △22,505 △16,992

固定資産の売却による収入 6,120 －

投資有価証券の取得による支出 △4,706 △856

投資有価証券の売却による収入 3,086 450

関係会社株式の取得による支出 △1,385 －

差入保証金の差入による支出 △1,567 △406

差入保証金の回収による収入 3,008 3,981

その他 △284 788

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,234 △13,034

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） △6,476 △8,785

長期借入れによる収入 40,000 23,400

長期借入金の返済による支出 － △7,000

社債の発行による収入 － 24,818

社債の償還による支出 △40,000 △35,000

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 21,000 △6,000

自己株式の取得による支出 △4,336 △13

配当金の支払額 △7,734 △5,748

その他 △43 △190

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,409 △14,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △508 3,257

現金及び現金同等物の期首残高 29,535 29,026

現金及び現金同等物の期末残高 ※  29,026 ※  32,283



 該当事項はありません。 

  

 近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しており

ます。  

(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



  

(７）連結財務諸表に関する注記事項

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりです。  １         ───── 

  百万円

土地  5,070

その他  1

合計  5,071

  

  
※２ 当社グループは、以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。 

※２ 当社グループは、以下の資産グループについて減損

損失を計上しております。 

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小単位として店舗を基本単位とし、また、賃貸不動

産等については物件単位ごとにグルーピングしてお

ります。 

上記の資産について、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計

上しております。 

なお、資産グループごとの回収可能価額は、正味売

却価額により測定しており、上記閉鎖または閉鎖予

定店舗については閉鎖後、店舗設備の廃棄を予定し

ていることから正味売却価額を零として評価してお

ります。  

  （単位 百万円）

用途 場所 種類 金額

 店 舗 
(専門店)  
  

愛知県名古屋市他  

  

建物及び
構築物  305

その他   3

投資その
他の資産 
その他  

   101

合 計  410

     
当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小単位として店舗を基本単位とし、また、賃貸不動

産等については物件単位ごとにグルーピングしてお

ります。 

上記の資産について、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計

上しております。 

なお、資産グループごとの回収可能価額は、正味売

却価額または使用価値により測定しており、閉鎖ま

たは閉鎖予定店舗については、閉鎖後店舗設備の廃

棄を予定していることから正味売却価額を零として

評価し、その他の店舗については、将来キャッシ

ュ・フローが見込めないことから使用価値を零とし

て評価しております。 

(追加情報） 

当社グループは、グループの経営資源とノウハウを

大限に活用する「店舗・カード・Ｗｅｂ」の三位

一体の成長戦略を推進しており、丸井店舗とカード

との連携による収益拡大に取り組んでおります。 

これに伴い、当連結会計年度より丸井店舗の損益管

理を従来の小売事業のみで行う方法から、小売事業

とカード事業の損益合計で行う方法に変更してお

り、店舗より生ずる将来キャッシュ・フローの見積

りの範囲を見直しております。 

この変更による損益への影響はありません。 

   （単位 百万円）

用途 場所 種類 金額

 店 舗  
  

東京都新宿区他 

  

建物及び
構築物  756

その他   38

合 計  794

※３ 利息返還損失引当金繰入額は、消費者ローン利息の

    返還損失に備えるため、当連結会計年度末における

    利息の返還見込額と当連結会計年度末の利息返還損

    失引当金残高との差額を計上しております。  

 ３         ───── 



                                                      

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１ 普通株式の自己株式の株式数の増加5,006,173株は、市場買付による取得5,000,000株及び、単元未満株式の

      買取りによる増加6,173株です。 

    ２ 普通株式の自己株式の株式数の減少1,005株は、単元未満株式の売渡しによる減少です。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。     

    

３．配当に関する事項 

  (1）配当金支払額 

  (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）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  318,660,417  －  －  318,660,417

合計  318,660,417  －  －  318,660,417

自己株式         

普通株式  39,913,811  5,006,173  1,005  44,918,979

合計  39,913,811  5,006,173  1,005  44,918,979

   
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  3,902  14 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

平成20年11月14日 

取締役会 
普通株式  3,832  14 平成20年９月30日 平成20年12月４日 

   
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  3,832  利益剰余金  14 平成21年３月31日 平成21年６月29日



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１ 普通株式の自己株式の株式数の増加23,728株は、単元未満株式の買取りによる増加です。 

    ２ 普通株式の自己株式の株式数の減少1,533株は、単元未満株式の売渡しによる減少です。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。     

    

３．配当に関する事項 

  (1）配当金支払額 

  (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 

   次のとおり、決議を予定しております。  

  

   

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  318,660,417  －  －  318,660,417

合計  318,660,417  －  －  318,660,417

自己株式         

普通株式  44,918,979  23,728  1,533  44,941,174

合計  44,918,979  23,728  1,533  44,941,174

   
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  3,832  14 平成21年３月31日 平成21年６月29日 

平成21年11月13日 

取締役会 
普通株式  1,916  7 平成21年９月30日 平成21年12月４日 

   
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  1,916  利益剰余金  7 平成22年３月31日 平成22年６月30日

（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４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高29,026百万円は、連結貸

借対照表に掲記されている現金及び預金勘定の金額と一

致しております。 

※現金及び現金同等物の期末残高32,283百万円は、連結貸

借対照表に掲記されている現金及び預金勘定の金額と一

致しております。 



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  

  

（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

  
小売事業 
（百万円） 

カード事業
（百万円） 

小売関連
サービス事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 366,570  46,372  34,457  447,400       ―  447,400

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 5,459  3,426  31,644  40,530 (40,530)  ―

計  372,030  49,798  66,102  487,931 (40,530)  447,400

営業費用  370,778  43,072  62,361  476,212 (37,950)  438,261

営業利益  1,252  6,725  3,740  11,718 (2,580)  9,138

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
            

資産  276,818  324,770  47,207  648,796  36,554  685,351

減価償却費  15,968  1,078  3,310  20,358 (973)  19,384

減損損失  410  ―  ―  410  ―  410

資本的支出  15,262  1,508  4,934  21,705  2,367  24,073

  
小売事業 
（百万円） 

カード事業
（百万円） 

小売関連
サービス事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 338,426  47,223  33,605  419,255       ―  419,255

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 5,022  3,999  23,264  32,287 (32,287) ― 

計  343,449  51,223  56,870  451,543 (32,287)  419,255

営業費用  343,411  40,951  54,360  438,723 (29,906)  408,817

営業利益  37  10,272  2,509  12,820 (2,381)  10,438

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
            

資産  266,140  317,424  47,132  630,696 33,660  664,357

減価償却費  15,150  1,172  3,334  19,657 (400)  19,257

減損損失  794  ―  ―  794  ―  794

資本的支出  16,818  740  837  18,395 (996)  17,398



（注）１ 事業区分の方法 

事業区分は、連結財務諸表提出会社の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 

・小売事業 ……………………… 衣料品、装飾雑貨、家庭用品、食品等の販売 

・カード事業 …………………… クレジットカード業務、消費者ローン及び保険の取扱い等 

・小売関連サービス事業 ……… 店舗内装事業、広告宣伝事業、建物等の保守管理事業、不動産賃貸事業、  

                              情報システム事業、貨物自動車運送事業等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、連結財務諸表提出会社の本社

管理部門にかかわる費用等です。 

前連結会計年度     5,508百万円 

当連結会計年度     4,798百万円 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、グループ内の資金を一元管理するキャッシ

ュマネジメントシステムに係る連結財務諸表提出会社の貸付金等です。 

前連結会計年度    204,249百万円 

当連結会計年度    190,359百万円 

５ 資本的支出には、差入保証金の増加額が含まれております。 

   

前連結会計年度及び当連結会計年度において、在外連結子会社及び在外支店がないため、記載事項はありません。 

   

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高はいずれも連結売上高の10％未満のため、記載を省略し

ております。 

   

 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、

企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられ

るため開示を省略しております。 

２．所在地別セグメント情報

３．海外売上高

（開示の省略）



  

  

 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりです。

   

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額          1,135円44銭             円 銭 1,140 54

１株当たり当期純利益金額 

又は当期純損失金額（△） 
△31円90銭 円 銭 18 65

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

  

   

  

  

  

  

  ― 

 なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するも

のの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりま

せん 。  

   円 銭 

  

  

  

  

  

   

18 42

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）     △8,750       5,104

普通株主に帰属しない金額（百万円）     ―  ― 

普通株式に係る当期純利益 

又は当期純損失（△）（百万円） 
    △8,750       5,104

期中平均株式数（千株）  274,268  273,736

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円） ―  274

（うち支払利息（税額相当額控除後）） ―  (269)

普通株式増加数（千株） ―  18,361

（うち転換社債） ―  (18,361) 

（うち新株予約権） ―    (―) 

  
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

  

平成８年９月24日発行「第

９回」無担保転換社債（未

償還残高39,532百万円）  

平成17年６月29日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン(株式数8,212千株)  

  
平成17年６月29日定時株主

総会決議ストックオプショ

ン(株式数 千株)  

  

8,127

（重要な後発事象）



  

(注)「カード事業」の「その他」は、加盟店手数料、保険の取扱い等による収入、「小売関連サービス事業」は、店舗内

装事業、広告宣伝事業、建物等の保守管理事業、不動産賃貸事業、情報システム事業、貨物自動車運送事業等による

収入です。 

  

《 売 上 高 の 内 訳 》

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
金額 

（百万円） 
構成比
（％） 

金額
（百万円） 

構成比 
（％） 

前年同期比
(％) 

婦人用品  115,612  25.8  102,140  24.4  88.3

紳士・スポーツ用品  75,876  17.0  71,003  16.9  93.6

装飾雑貨  99,380  22.2  91,061  21.7  91.6

家庭用品    23,806  5.3  22,251  5.3  93.5

食品・レストラン  51,895  11.6  51,969  12.4  100.1

小売事業  366,570  81.9  338,426  80.7  92.3

消費者ローン利息収入  34,442  7.7  31,897  7.6  92.6

割賦手数料  7,250  1.6  9,554  2.3  131.8

その他  4,680  1.1  5,772  1.4  123.3

カード事業  46,372  10.4  47,223  11.3  101.8

小売関連サービス事業  34,457  7.7  33,605  8.0  97.5

合計  447,400  100.0  419,255  100.0  93.7



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,064 18,840

貯蔵品 2 19

前払費用 46 26

繰延税金資産 370 70

関係会社短期貸付金 136,570 128,430

未収入金 1,960 －

その他 308 943

流動資産合計 158,323 148,330

固定資産   

有形固定資産   

建物 119 119

減価償却累計額 △81 △86

建物（純額） 38 33

構築物 20 20

減価償却累計額 △16 △16

構築物（純額） 4 3

車両運搬具 45 45

減価償却累計額 △41 △42

車両運搬具（純額） 4 3

工具、器具及び備品 2,091 2,021

減価償却累計額 △664 △614

工具、器具及び備品（純額） 1,427 1,407

有形固定資産合計 1,473 1,448

無形固定資産   

ソフトウエア 16 10

その他 4 1

無形固定資産合計 21 12

投資その他の資産   

投資有価証券 18,843 22,183

関係会社株式 380,797 380,797

関係会社出資金 200 300

長期前払費用 0 －

繰延税金資産 14,241 12,668

その他 319 313

投資その他の資産合計 414,400 416,261

固定資産合計 415,895 417,722

資産合計 574,218 566,053



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 71,450 75,650

1年内償還予定の社債 35,000 30,000

関係会社短期借入金 5,337 5,695

コマーシャル・ペーパー 26,000 20,000

未払金 436 229

未払費用 452 484

未払法人税等 1 41

預り金 253 237

賞与引当金 225 137

その他 280 277

流動負債合計 139,435 132,752

固定負債   

社債 60,000 55,000

転換社債 39,532 39,532

長期借入金 60,000 63,400

その他 85 85

固定負債合計 159,617 158,017

負債合計 299,053 290,770

純資産の部   

株主資本   

資本金 35,920 35,920

資本剰余金   

資本準備金 91,307 91,307

資本剰余金合計 91,307 91,307

利益剰余金   

利益準備金 8,980 8,980

その他利益剰余金   

特別償却準備金 0 0

別途積立金 135,600 135,600

繰越利益剰余金 62,852 61,054

利益剰余金合計 207,433 205,634

自己株式 △53,873 △53,885

株主資本合計 280,789 278,978

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,623 △3,694

評価・換算差額等合計 △5,623 △3,694

純資産合計 275,165 275,283

負債純資産合計 574,218 566,053



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

受取配当金 7,786 3,347

経営管理料 5,846 4,948

業務受託料 1,185 1,096

営業収益合計 14,818 9,392

営業費用   

給料及び手当 2,041 2,005

賞与引当金繰入額 225 137

福利厚生費 325 419

業務委託料 792 591

支払手数料 538 318

地代家賃 － 230

租税公課 117 －

その他 1,233 840

営業費用合計 5,274 4,542

営業利益 9,543 4,849

営業外収益   

受取利息 2,991 2,708

受取配当金 492 467

その他 128 69

営業外収益合計 3,612 3,244

営業外費用   

支払利息 1,524 1,383

社債利息 1,900 1,435

その他 615 347

営業外費用合計 4,040 3,167

経常利益 9,115 4,926

特別利益   

投資有価証券売却益 1,902 228

特別利益合計 1,902 228

特別損失   

固定資産除却損 － 1

投資有価証券評価損 2,252 549

投資有価証券売却損 1,730 －

会員権評価損 18 －

特別損失合計 4,001 550

税引前当期純利益 7,017 4,604

法人税、住民税及び事業税 20 106

法人税等調整額 △126 548

法人税等合計 △106 654

当期純利益 7,123 3,950



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 35,920 35,920

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 35,920 35,920

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 91,307 91,307

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 91,307 91,307

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 8,980 8,980

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,980 8,980

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 1 0

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 0 0

別途積立金   

前期末残高 185,600 135,600

当期変動額   

別途積立金の取崩 △50,000 －

当期変動額合計 △50,000 －

当期末残高 135,600 135,600

繰越利益剰余金   

前期末残高 13,463 62,852

当期変動額   

剰余金の配当 △3,902 △3,832

剰余金の配当（中間配当） △3,832 △1,916

特別償却準備金の取崩 1 0

別途積立金の取崩 50,000 －

当期純利益 7,123 3,950

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 49,388 △1,798

当期末残高 62,852 61,054



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △49,544 △53,873

当期変動額   

自己株式の取得 △4,329 △13

自己株式の処分 1 1

当期変動額合計 △4,328 △11

当期末残高 △53,873 △53,885

株主資本合計   

前期末残高 285,729 280,789

当期変動額   

剰余金の配当 △3,902 △3,832

剰余金の配当（中間配当） △3,832 △1,916

当期純利益 7,123 3,950

自己株式の取得 △4,329 △13

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △4,940 △1,810

当期末残高 280,789 278,978

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △843 △5,623

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,780 1,929

当期変動額合計 △4,780 1,929

当期末残高 △5,623 △3,694



 該当事項はありません。 

   

  

  

(1)役員の異動 

  
役員の異動につきましては、決定次第お知らせいたします。 

  

(４）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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