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1.  平成23年1月期第2四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年7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 ％

23年1月期第2四半期 11,376 △0.6 152 ― 132 ― 75 ―
22年1月期第2四半期 11,445 ― △1 ― △21 ― △16 ―

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2四半期 7.84 ―
22年1月期第2四半期 △1.69 ―

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2四半期 18,655 7,339 39.2 761.95
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2四半期  7,307百万円 22年1月期  7,265百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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 ― 0.00
23年1月期 

（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 23,641 △0.8 318 81.8 251 161.9 116 73.7 12.14



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取
引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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。業績予想に関する事項につきましては、添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性
的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」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 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2Q 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2Q  54,099株 22年1月期  51,652株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期2Q 9,592,492株 22年1月期2Q 9,567,256株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内株価の低迷や円高の加速に加え、不安定な雇用

情勢や個人消費の落ち込みにより、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

百貨店業界におきましては、政府の経済対策等の効果もあり、消費マインドに一部改善の動きが見られ

たものの、先行き不安による慎重さが伺え、全国百貨店の売上高は減少幅こそ縮小しているものの29ヶ月

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」、子供向けイ

ベントによる親子三世代を狙った「ゴールデンウィークフェスタ」、また、エスカレーターサイドの展開

を強化した「夏のクリアランス」を軸に、物産展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、集客力の向上に努め、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２四半期連結累計期間の売上高は11,376百万円（前年同四半期比0.6％減）、営業利益

152百万円(前年同四半期営業損失１百万円)、経常利益132百万円（前年同四半期経常損失21百万円）、四

半期純利益75百万円(前年同四半期純損失16百万円)となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産は、主に固定資産の減少により、前連結会計年度末に比べ235百万

円減少して18,655百万円となりました。 

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278百万円減少して11,315百万円とな

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43百万円増加して7,339百万円とな

りました。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べて90百万円増加し

て765百万円となりました。 

  

（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121百万円に減価償却費216百万円、

仕入債務の増加額130百万円等を調整し、547百万円の収入となりました。前年同四半期に比べ、法人税等

の支払額の減少等により290百万円増加となりました。 

  

（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、有形固定資産の取得による支出等により３百万円の支出となり

ました。前年同四半期に比べ、差入保証金の支払による支出の減少等により46百万円増加となりました。

  

（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411百万円等により453百万円の支出となり、

前年同四半期に比べ125百万円の減少となりました。 

  

平成22年３月17日付の「平成22年１月期 決算短信」において公表いたしました、平成23年１月期の業

績予想を修正しております。詳細につきましては、平成22年９月３日に公表いたしました「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 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２四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。 

  

（簡便な会計処理） 

四半期連結財務諸表関係 

「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２四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、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２四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８百万円、「貯蔵品」は21百万円であります。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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２四半期連結会計期間末
(平成22年７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22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 766,937 676,434

受取手形及び売掛金 1,080,499 1,035,744

商品 1,151,894 1,176,781

原材料及び貯蔵品 29,730 30,689

繰延税金資産 114,911 161,302

その他 104,225 156,632

貸倒引当金 △13,841 △10,412

流動資産合計 3,234,357 3,227,172

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,931,129 5,120,966

土地 9,533,921 9,533,921

その他（純額） 177,717 183,947

有形固定資産合計 14,642,768 14,838,835

無形固定資産 65,488 65,622

投資その他の資産   

投資有価証券 101,139 106,377

繰延税金資産 276,060 270,169

敷金及び保証金 182,306 182,630

その他 171,240 217,686

貸倒引当金 △17,950 △17,950

投資その他の資産合計 712,797 758,912

固定資産合計 15,421,054 15,663,370

資産合計 18,655,411 18,890,543

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,593,868 1,463,387

短期借入金 5,725,000 6,071,160

未払法人税等 13,751 19,683

商品券 911,211 862,011

賞与引当金 43,319 47,991

商品券回収損引当金 127,280 205,225

その他 1,456,601 1,415,383

流動負債合計 9,871,032 10,084,841

固定負債   

長期借入金 305,000 370,000

再評価に係る繰延税金負債 264,112 264,112

退職給付引当金 622,211 612,794
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年７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22年１月31日) 

長期預り保証金 118,300 117,383

その他 134,938 144,728

固定負債合計 1,444,562 1,509,018

負債合計 11,315,594 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 1,661,620 1,615,155

自己株式 △15,791 △15,263

株主資本合計 6,930,826 6,884,889

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,461 △9,339

土地再評価差額金 389,630 389,630

評価・換算差額等合計 377,168 380,290

少数株主持分 31,821 31,502

純資産合計 7,339,816 7,296,683

負債純資産合計 18,655,411 18,890,543
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 11,445,584 11,376,810

売上原価 8,753,880 8,676,311

売上総利益 2,691,704 2,700,498

その他の営業収入 94,989 92,030

営業総利益 2,786,693 2,792,529

販売費及び一般管理費 2,787,696 2,639,693

営業利益又は営業損失（△） △1,002 152,835

営業外収益   

受取利息 573 153

受取配当金 1,255 1,280

保険解約返戻金 6,771 4,016

保険譲渡益 － 3,757

債務勘定整理益 6,415 5,104

その他 3,566 3,287

営業外収益合計 18,581 17,599

営業外費用   

支払利息 31,951 23,677

その他 7,627 13,971

営業外費用合計 39,578 37,649

経常利益又は経常損失（△） △21,999 132,786

特別利益   

固定資産受贈益 5,397 2,073

特別利益合計 5,397 2,073

特別損失   

固定資産除却損 15,753 6,883

会員権評価損 － 5,000

リース解約損 10,112 1,544

特別損失合計 25,866 13,428

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（△）

△42,469 121,430

法人税、住民税及び事業税 3,450 3,251

法人税等調整額 △29,676 42,615

法人税等合計 △26,226 45,867

少数株主利益 60 318

四半期純利益又は四半期純損失（△） △16,303 75,245
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 5,819,111 5,722,836

売上原価 4,461,805 4,378,333

売上総利益 1,357,305 1,344,502

その他の営業収入 49,798 48,273

営業総利益 1,407,103 1,392,776

販売費及び一般管理費 1,377,312 1,317,996

営業利益 29,791 74,780

営業外収益   

受取利息 5 4

受取配当金 1,255 1,279

債務勘定整理益 4,133 2,996

還付加算金 － 1,744

その他 1,610 716

営業外収益合計 7,004 6,740

営業外費用   

支払利息 15,436 11,557

その他 6,332 8,657

営業外費用合計 21,768 20,214

経常利益 15,027 61,305

特別利益   

固定資産受贈益 － 133

特別利益合計 － 133

特別損失   

リース解約損 10,112 1,544

特別損失合計 10,112 1,544

税金等調整前四半期純利益 4,914 59,894

法人税、住民税及び事業税 1,725 1,725

法人税等調整額 5,023 26,559

法人税等合計 6,748 28,284

少数株主損失（△） △69 △321

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,764 31,931
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年７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（△）

△42,469 121,430

減価償却費 218,898 216,321

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,786 3,429

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,931 △4,672

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,208 9,417

商品券回収損引当金の増減額（△は減少） △43,795 △77,944

受取利息及び受取配当金 △1,828 △1,433

支払利息 31,951 23,677

有形固定資産除却損 15,753 6,915

会員権評価損 － 5,000

売上債権の増減額（△は増加） 29,527 △44,755

たな卸資産の増減額（△は増加） 180,828 25,847

その他の流動資産の増減額（△は増加） △23,837 △22,256

仕入債務の増減額（△は減少） 18,683 130,714

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,683 14,566

その他の流動負債の増減額（△は減少） 40,982 103,885

その他 27,629 20,405

小計 431,132 530,548

利息及び配当金の受取額 1,826 1,431

利息の支払額 △34,804 △23,473

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 74,219

営業活動によるキャッシュ・フロー 256,772 547,460

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 △122,912 △25,665

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 379 509

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 △49,935 △3,651

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） 150,000 △130,000

長期借入金の返済による支出 △412,880 △281,160

自己株式の取得による支出 △1,191 △528

配当金の支払額 △56,775 △28,841

リース債務の返済による支出 △6,835 △12,776

財務活動によるキャッシュ・フロー △327,683 △453,305

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） △120,845 90,503

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 574,498 765,794
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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２四半期連結会計期間(自 平成21年５月１日 至 平成21年７月31日)及び当第２四半期連結

会計期間(自 平成22年５月１日 至 平成22年７月31日)並びに前第２四半期連結累計期間(自 平成

21年２月１日 至 平成21年７月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至

平成22年７月31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２四半期連結会計期間(自 平成21年５月１日 至 平成21年７月31日)及び当第２四半期連結

会計期間(自 平成22年５月１日 至 平成22年７月31日)並びに前第２四半期連結累計期間(自 平成

21年２月１日 至 平成21年７月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至

平成22年７月31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２四半期連結会計期間(自 平成21年５月１日 至 平成21年７月31日)及び当第２四半期連結

会計期間(自 平成22年５月１日 至 平成22年７月31日)並びに前第２四半期連結累計期間(自 平成

21年２月１日 至 平成21年７月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至

平成22年７月31日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結会計期間(自 平成21年５月１日 至 平成21年７月31日)及び当第２四半期連結

会計期間(自 平成22年５月１日 至 平成22年７月31日)並びに前第２四半期連結累計期間(自 平成

21年２月１日 至 平成21年７月31日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年２月１日 至

平成22年７月31日) 

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
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