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1.  平成23年1月期第1四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年4月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年1月期第1四半期 5,653 0.5 78 ― 71 ― 43 ―
22年1月期第1四半期 5,626 ― △30 ― △37 ― △14 ―

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

23年1月期第1四半期 4.51 ―
22年1月期第1四半期 △1.51 ―

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

23年1月期第1四半期 18,683 7,312 39.0 758.95
22年1月期 18,890 7,296 38.5 757.29

（参考） 自己資本   23年1月期第1四半期  7,280百万円 22年1月期  7,265百万円

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

22年1月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
23年1月期 ―
23年1月期 

（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、今後の
様々な要因により、上記予想数値と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年1月期第1四半期 9,645,216株 22年1月期  9,645,216株
② 期末自己株式数 23年1月期第1四半期  52,372株 22年1月期  51,652株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年1月期第1四半期 9,593,131株 22年1月期第1四半期 9,599,044株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、海外景気の緩やかな回復を背景に一部に持ち直し

の動きが見られたものの、不安定な雇用情勢や個人消費の落ち込みが続き、依然として先行きの不透明な

状況で推移しました。 

百貨店業界におきましては、企業業績の改善を背景とした株価上昇による資産効果によって、宝飾品・

輸入雑貨など高額品に関する富裕層消費の活性化が期待されつつあるものの、消費者の低価格・節約志向

への意識は依然として強く、全国百貨店の売上高は26ケ月連続の前年割れが続くなど、厳しい状況が続い

ております。 

このような環境のもとで当社は、「バレンタインギフトフェア」、春物商戦の「春華祭」、「ゴールデ

ンウィークフェスタ」を軸に、物産展等のイベントや、カード会員向けのポイントアップキャンペーン等

による集客力の向上、さらに、「家電フェア」の開催時期の変更等、お客様のニーズに基づいた営業施策

を実行するなど、積極的な営業活動を展開してまいりました。また、収支面におきましては、費用対効果

を見極めた経費管理を徹底し、諸経費の削減に努めてまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は5,653百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益78百万

円(前年同期営業損失30百万円)、経常利益71百万円（前年同期経常損失37百万円）、四半期純利益43百万

円(前年同期四半期純損失14百万円)となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産は、主に春・夏物等の衣料品の商品在庫が増加したものの、現金及

び預金の減少や有形固定資産の減少等により、前連結会計年度末に比べ207百万円減少して18,683百万円

となりました。 

負債は、主に有利子負債の減少により前連結会計年度末に比べ223百万円減少して11,370百万円となり

ました。 

純資産は、主に利益剰余金の増加により前連結会計年度末に比べ15百万円増加して7,312百万円となり

ました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前第１四半期連結会計期間末に比べて91百

万円減少して577百万円となりました。 

  

（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、税金等調整前四半期純利益61百万円に減価償却費109百万円、

たな卸資産の増加額81百万円等を調整し、67百万円の収入となりました。前年同期に比べ、法人税の支払

額116百万円の減少等により70百万円の増加となりました。 

  

（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、１百万円の支出となり、差入保証金の支払による支出の減少等

により、前年同期に比べ49百万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、長短借入金の純減130百万円等により163百万円の支出となり、

前年同期に比べ191百万円の増加となりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当第１四半期連結累計期間の業績等に基づき検討した結果、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業

績予想につきましては、前回発表時(平成22年３月17日公表)の予想を変更しておりません。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に

係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

（表示方法の変更） 

四半期連結貸借対照表関係 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８

月７日 内閣府令第50号）の適用に伴い、前第１四半期連結会計期間において「原材料」と流動資産

の「その他」に含めていた「貯蔵品」(23百万円)は、当第１四半期連結会計期間から「原材料及び貯

蔵品」として一括掲記しております。なお、当第１四半期連結会計期間の「原材料及び貯蔵品」に含

まれる「原材料」は７百万円、「貯蔵品」は20百万円であります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 578,827 676,434

受取手形及び売掛金 996,500 1,035,744

商品 1,260,419 1,176,781

原材料及び貯蔵品 28,097 30,689

繰延税金資産 144,021 161,302

その他 157,737 156,632

貸倒引当金 △11,502 △10,412

流動資産合計 3,154,101 3,227,172

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,028,875 5,120,966

土地 9,533,921 9,533,921

その他（純額） 183,418 183,947

有形固定資産合計 14,746,215 14,838,835

無形固定資産 67,351 65,622

投資その他の資産   

投資有価証券 108,020 106,377

繰延税金資産 270,729 270,169

敷金及び保証金 182,634 182,630

その他 171,905 217,686

貸倒引当金 △17,950 △17,950

投資その他の資産合計 715,339 758,912

固定資産合計 15,528,907 15,663,370

資産合計 18,683,008 18,890,543

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,451,862 1,463,387

短期借入金 5,940,620 6,071,160

未払法人税等 6,589 19,683

商品券 849,787 862,011

賞与引当金 57,522 47,991

商品券回収損引当金 166,404 205,225

その他 1,387,754 1,415,383

流動負債合計 9,860,540 10,084,841

固定負債   

長期借入金 370,000 370,000

再評価に係る繰延税金負債 264,112 264,112

退職給付引当金 615,861 612,794

長期預り保証金 118,300 117,383

その他 141,511 144,728

固定負債合計 1,509,784 1,509,018

負債合計 11,370,325 11,593,860
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成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 2,916,697 2,916,697

利益剰余金 1,629,688 1,615,155

自己株式 △15,415 △15,263

株主資本合計 6,899,270 6,884,889

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,360 △9,339

土地再評価差額金 389,630 389,630

評価・換算差額等合計 381,269 380,290

少数株主持分 32,142 31,502

純資産合計 7,312,683 7,296,683

負債純資産合計 18,683,008 18,890,543
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 5,626,472 5,653,973

売上原価 4,292,074 4,297,977

売上総利益 1,334,398 1,355,995

その他の営業収入 45,191 43,757

営業総利益 1,379,589 1,399,753

販売費及び一般管理費 1,410,383 1,321,697

営業利益又は営業損失（△） △30,794 78,055

営業外収益   

受取利息 568 149

保険解約返戻金 6,824 4,016

保険譲渡益 － 3,757

その他 4,183 2,935

営業外収益合計 11,576 10,859

営業外費用   

支払利息 16,515 12,120

その他 1,294 5,314

営業外費用合計 17,809 17,434

経常利益又は経常損失（△） △37,027 71,480

特別利益   

固定資産受贈益 5,397 1,939

特別利益合計 5,397 1,939

特別損失   

固定資産除却損 15,753 6,883

会員権評価損 － 5,000

特別損失合計 15,753 11,883

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（△）

△47,384 61,536

法人税、住民税及び事業税 1,725 1,525

法人税等調整額 △34,700 16,056

法人税等合計 △32,974 17,582

少数株主利益 129 639

四半期純利益又は四半期純損失（△） △14,539 43,313
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△47,384 61,536

減価償却費 110,582 109,035

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,464 1,090

賞与引当金の増減額（△は減少） 47,662 9,531

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,689 3,066

商品券回収損引当金の増減額（△は減少） △24,663 △38,821

受取利息及び受取配当金 △568 △150

支払利息 16,515 12,120

有形固定資産除却損 15,753 6,883

会員権評価損 － 5,000

売上債権の増減額（△は増加） 181,203 39,244

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,931 △81,045

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,038 △3,151

仕入債務の増減額（△は減少） △113,240 △9,823

未払消費税等の増減額（△は減少） 406 22,399

その他の流動負債の増減額（△は減少） △81,314 △42,720

その他 26,379 20,209

小計 157,379 114,403

利息及び配当金の受取額 568 150

利息の支払額 △19,797 △11,788

役員退職慰労金の支払額 △19,522 △30,161

法人税等の支払額 △121,897 △5,104

法人税等の還付額 38 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,230 67,500

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 △123,349 △23,051

有形固定資産の売却による収入 111,598 669

差入保証金の差入による支出 △40,000 △186

差入保証金の回収による収入 － 182

預り保証金の受入による収入 1,000 916

その他 － 20,103

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,751 △1,365

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） 350,000 110,000

長期借入金の返済による支出 △264,940 △240,540

自己株式の取得による支出 △723 △152

配当金の支払額 △53,181 △26,696

リース債務の返済による支出 △3,342 △6,353

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,812 △163,742

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） △26,169 △97,607

現金及び現金同等物の期首残高 695,344 675,291

現金及び現金同等物の四半期末残高 669,174 577,684
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日)、当第１四半期連結累計

期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30日) 

 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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日)、当第１四半期連結累計

期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30日) 

 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】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日)、当第１四半期連結累計

期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日)、当第１四半期連結累計

期間(自 平成22年２月１日 至 平成22年４月30日) 

該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報
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