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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8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2月期第2四半期 17,931 △13.8 91 ― △89 ― △1,600 ―

22年2月期第2四半期 20,805 ― △104 ― △312 ― △597 ―

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2月期第2四半期 △26.16 ―

22年2月期第2四半期 △10.64 ―

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2月期第2四半期 55,222 19,743 35.8 229.16
22年2月期 57,044 17,905 31.4 318.81

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  19,743百万円 22年2月期  17,905百万円

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2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年2月期 ― 0.00

23年2月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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 32,300 △22.5 550 ― 60 ― △4,820 ― △85.83



(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、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せん。 

※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およ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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「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2月期2Q 86,618,887株 22年2月期  56,618,887株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q  462,301株 22年2月期  455,022株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 61,159,358株 22年2月期2Q  56,172,640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、欧州での金融危機を発端に円高と株安の進行が強ま

りを見せ、一部持ち直し感が見られました企業業績などに暗い影を落としてまいりました。また、一向に

改善の兆しが見られない所得環境や雇用情勢のもと、個人消費も依然低迷の域を脱せず、景気は総じて減

退の様相を呈しました。 

このような状況下、当社グループの主たる事業分野であります百貨店業界におきましても、広がる消費

の多様化や引き続く消費者の節約志向に加えて、今夏の記録的な猛暑による影響などにより、全国百貨店

売上高は２年以上にわたり前年割れが続くという厳しい商況のうちに推移しました。 

当地区に目を向けますと、駅前地区におきましては、他社の一部店舗の閉鎖に伴う消費喚起効果もあ

り、上半期の売上高は前年を超える水準となりましたが、当社が位置する栄地区におきましては、全国同

様に水面下での推移となりました。 

こうした中、当社はローコストオペレーションを念頭においた強固な収益体質を構築するため、百貨店

本館一館体制による効率的な売場再編成への取り組みや、早期退職特別優遇支援措置を実施いたしまし

た。また、経営資源の選択と集中を図るため、本年７月には、規模のメリットを生かし切れていないとい

う結論のもと、連結子会社であります株式会社豊橋丸栄の株式譲渡契約締結に向けた協議を開始いたしま

した。更に、それら一連の構造改革に伴う資金需要と今後の財務体質の安定化に繋げるべく、本年８月に

は業務資本提携先である興和株式会社を割当先とした34億５千万円の第三者割当増資を実施いたしまし

た。これにより当社は、興和株式会社の連結子会社となりました。 

当第２四半期連結累計期間のグループの売上高は179億３千１百万円（前年同期比86.2％）となり、一

連の構造改革に基づく経費管理の徹底により、営業利益は９千１百万円（前年同期は営業損失１億４百万

円）、経常損失は８千９百万円（前年同期は経常損失３億１千２百万円）となりました。しかしながら、

早期退職特別優遇支援措置実施に伴う費用等を特別損失に計上したことにより、四半期純損失は16億円

（前年同期は四半期純損失５億９千７百万円）と不本意な結果となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（百貨店業） 

百貨店業におきましては、創業395年を記念した「マルエイ創業祭」や有名タレントの絵画展をはじ

め、全館ラッキー７キャンペーンや長野物産展の新規開催など、魅力ある企画による集客力アップに努

めてまいりました。更には、ヤング・ニューキャリアゾーンの充実・整備や今秋からの本館一館体制に

向けた売場移設に伴う徹底売りつくしの開催など、売上高の向上に向けても鋭意取り組みました。 

豊橋丸栄におきましては、宝飾品や美術催事のほか、人気の高い物産展２週連続開催など、話題性と

集客力のある催物を効果的に展開するとともに、各フロアでの品揃えの充実を図るなど、売上高の向上

に努めました。 

しかしながら、非常に厳しい環境のもと、グループ百貨店業の売上高は163億１千７百万円（前年同

期比88.3％）となり、早期退職特別優遇支援措置の実施やその他一段の経費削減に努めましたものの、

営業損失３億９百万円（前年同期は営業損失３億９千万円）と誠に遺憾な結果となりました。 

（不動産賃貸業） 

不動産賃貸業におきましては、依然として不動産市況に好転が見られない中、空室率の改善に取り組

みましたが、売上高は10億６千９百万円（前年同期比91.2％）、営業利益は ２億２千９百万円（前年

同期比91.2％）となりました。 

（運送業） 

運送業におきましては、新規事業への取り組み強化を図り、売上高は５億４千４百万円（前年同期比

109.5％）となりましたが、それら取り組みによる費用増を吸収するまでには至らず、営業損失４百万

円（前年同期は営業損失６百万円）となりました。 

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

㈱丸栄（8245）平成23年2月期　第２四半期決算短信

ー2ー



  
（その他の事業） 

その他の事業におきましては、百貨店店舗内において友の会事業を運営し、前払式証票の発行および

取扱を行っております。営業損失は１千４百万円（前年同期は営業損失２千６百万円）となりました。

当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ18億２千１百万円減少し、552億２千２百万円

となりました。これは流動資産が８千５百万円、固定資産が17億２千万円減少したことによります。固

定資産の減少については、建物及び構築物が減価償却費、減損損失等により６億４千５百万円減少し、

投資有価証券が投資有価証券評価損等により９億６千７百万円減少したことなどによります。 

当第２四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ36億５千９百万円減少し、354億７千９百万

円となりました。これは流動負債が１億５千万円、固定負債が35億９百万円減少したことによります。

流動負債については、短期借入金が19億５千６百万円減少し、一年内返済予定の長期借入金が12億７千

６百万円増加したことなどによります。固定負債については、長期借入金が29億６千５百万円減少した

ことなどによります。 

当第２四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ18億３千７百万円増加し、197億４千３百

万円となりました。これは資本金及び資本剰余金が第三者割当増資により各々17億２千５百万円増加

し、また利益剰余金が16億円減少したことなどによります。 

業績予想に関しましては、平成22年７月15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」

より変更はありません。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産

② 負債

③ 純資産

(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。 

１  簡便な会計処理 

 ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

 ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出

しております。 

２ 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該実効税率を乗じて計算し

ております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

該当事項はありません。 

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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８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２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,569 2,039

受取手形及び売掛金 795 1,042

商品 952 1,177

その他 1,038 1,182

貸倒引当金 △150 △149

流動資産合計 5,205 5,291

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,923 13,569

土地 31,875 31,875

その他（純額） 372 381

有形固定資産合計 45,171 45,826

無形固定資産

のれん 1,551 1,592

その他 123 129

無形固定資産合計 1,674 1,721

投資その他の資産

投資有価証券 2,565 3,533

その他 538 589

貸倒引当金 △21 △22

投資その他の資産合計 3,081 4,100

固定資産合計 49,928 51,648

繰延資産 88 103

資産合計 55,222 57,044

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,480 3,015

短期借入金 2,832 4,788

1年内返済予定の長期借入金 6,344 5,068

1年内償還予定の社債 740 740

未使用商品券等引当金 565 603

その他の引当金 57 60

その他 4,434 3,328

流動負債合計 17,455 17,605

固定負債

社債 4,730 5,100

長期借入金 4,984 7,949

再評価に係る繰延税金負債 4,576 4,542
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８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２月28日)

退職給付引当金 381 598

その他 3,352 3,343

固定負債合計 18,024 21,533

負債合計 35,479 39,138

純資産の部

株主資本

資本金 8,187 6,462

資本剰余金 5,499 3,774

利益剰余金 △565 1,034

自己株式 △105 △104

株主資本合計 13,016 11,167

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △24 △46

土地再評価差額金 6,751 6,785

評価・換算差額等合計 6,726 6,738

純資産合計 19,743 17,905

負債純資産合計 55,222 57,044
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８月31日)

売上高 20,805 17,931

売上原価 16,187 14,185

売上総利益 4,618 3,745

販売費及び一般管理費 4,722 3,653

営業利益又は営業損失（△） △104 91

営業外収益

受取利息 5 4

持分法による投資利益 19 23

売場改装協力金 12 49

その他 44 42

営業外収益合計 82 120

営業外費用

支払利息 190 184

その他 99 116

営業外費用合計 290 301

経常損失（△） △312 △89

特別利益

投資有価証券売却益 1 339

特別利益合計 1 339

特別損失

早期割増退職金 － 822

大量退職に伴う退職給付費用 － 150

投資有価証券評価損 － 525

減損損失 － 184

固定資産除却損 54 81

その他 6 16

特別損失合計 61 1,781

税金等調整前四半期純損失（△） △372 △1,531

法人税等 225 68

四半期純損失（△） △597 △1,600
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８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損失（△） △372 △1,531

減価償却費 602 542

のれん償却額 34 41

減損損失 － 184

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △139 －

受取利息及び受取配当金 △20 △21

支払利息 190 184

持分法による投資損益（△は益） △19 △23

投資有価証券評価損益（△は益） － 525

投資有価証券売却損益（△は益） － △336

売上債権の増減額（△は増加） 176 247

たな卸資産の増減額（△は増加） 189 225

仕入債務の増減額（△は減少） △272 △535

未払費用の増減額（△は減少） － 1,145

その他 361 △20

小計 731 626

利息及び配当金の受取額 26 29

利息の支払額 △208 △182

法人税等の支払額 △57 △6

法人税等の還付額 － 19

営業活動によるキャッシュ・フロー 490 486

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △271

定期預金の払戻による収入 305 －

投資有価証券の売却による収入 － 826

有形固定資産の取得による支出 △168 △101

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△4,620 －

その他 △46 △87

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,529 365

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） 142 △1,956

長期借入れによる収入 3,000 1,830

長期借入金の返済による支出 △2,683 △3,519

社債の発行による収入 3,712 －

社債の償還による支出 △575 △370

株式の発行による収入 － 3,424

配当金の支払額 △167 △1

その他 △4 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,424 △593

㈱丸栄（8245）平成23年2月期　第２四半期決算短信

ー8ー



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年８月31日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △613 257

現金及び現金同等物の期首残高 1,944 2,032

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,330 2,290
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該当事項はありません。 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日) 

 

(注) １ 事業区分は日本標準産業分類によっております。                          

   ２ その他の事業の内容は、飲食業等であります。 

   ３ 第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日公表分）を適用しております。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の営業損失が「百貨店業」にお

いて６百万円増加しております。 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日) 

 

(注) １ 事業区分は日本標準産業分類によっております。                          

   ２ 第１四半期連結会計期間からその他の事業の内容は、前払式特定取引業（友の会事業）のみとなっており

ます。これは、その他の事業において飲食業を営んでおりました連結子会社を、株式売却により前連結会計

年度末において連結の範囲から除外したことによるものであります。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

百貨店業 
(百万円)

不動産 
賃貸業 
(百万円)

運送業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

18,473 1,172 497 661 20,805 ─ 20,805

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

2 85 348 69 506 （506） ─

計 18,476 1,258 845 730 21,311 （506） 20,805

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△390 252 △6 △26 △170 65 △104

百貨店業 
(百万円)

不動産 
賃貸業 
(百万円)

運送業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

16,317 1,069 544 0 17,931 ─ 17,931

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

1 82 372 39 495 (495) ─

計 16,318 1,151 916 39 18,426 (495) 17,931

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△309 229 △4 △14 △99 191 91
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前第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日) 

当連結企業集団には、在外支店及び在外連結子会社がないため該当事項はありません。 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日) 

当連結企業集団には、在外支店及び在外連結子会社がないため該当事項はありません。 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日) 

国内売上のみのため該当事項はありません。 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日) 

国内売上のみのため該当事項はありません。 

当社は、平成22年８月２日付けで、興和株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結

果、当第２四半期連結会計期間において資本金が17億２千５百万円、資本剰余金が17億２千５百万円増

加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が81億８千７百万円、資本剰余金が54億９千９百万

円となっております。 

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

(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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(7) 重要な後発事象

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

 

 

当社連結子会社の株式譲渡（子会社の異動）

  当社は、平成22年９月７日開催の取締役会において、当社の連結子会社である「株式会社豊橋丸

栄」（以下、豊橋丸栄）の当社所有全株式を、長期産業投資株式会社（以下、長期産業投資）が設立

した「合同会社ＬＩＴ豊橋支援１号」へ譲渡することを決議し、同日付で同社と株式譲渡契約を締結

し、平成22年９月13日付けで株式譲渡いたしました。

（1）株式譲渡の理由

 当社グループは経営効率化と収益の 大化を実現するために、経営資源の選択と集中を進めており

ます。

 豊橋丸栄は、愛知県豊橋市を基盤として当社グループの主力事業でもある百貨店事業を展開してお

りますが、昨今の消費低迷等による経営環境の悪化から、平成22年2月期決算において営業損失を計

上するなど経営状況が急速に悪化し、抜本的かつ速やかな経営改善の実施を必要とする状況にあり、

「早期退職特別優遇支援措置」を実施すること等により、経費を削減し、強固な収益体質を築く取り

組みを進めております。

 当社グループはこれまでも、豊橋丸栄の業績悪化時は、増資や融資等の資金支援を行うことにより

経営再建に努めて参りました。今回の業績悪化に際しても、過去と同様の支援が不可欠であると考え

ております。しかしながら、当社グループは、長引く消費不況の影響によりグループ全体で百貨店事

業の業績不振が続いており、経営資源の選択と集中を行う中、今後、豊橋丸栄の経営再建を継続的に

モニタリングし、必要な支援を追加的に行うことが困難な状況にあります。

 一方で、豊橋丸栄は東三河地区唯一の百貨店であり、豊橋駅前 大の商業施設として強固な顧客基

盤を持ち、コスト削減と有利子負債の返済負担を軽減することにより、一定の利益及びキャッシュ・

フローを創出できる状況にあると考えられます。

 このような状況の中、譲渡先である「合同会社ＬＩＴ豊橋支援１号」の代表社員である長期産業投

資と協議を続けた結果、当社が連帯保証していた豊橋丸栄の債務等に関して、当社が一定程度負担

し、債務の返済等の資金繰り負担を軽減し、かつ、「合同会社ＬＩＴ豊橋支援１号」に対して当社の

保有する豊橋丸栄の株式を譲渡し、長期産業投資の助言・監督のもと豊橋丸栄の経営再建に取り組む

ことにより、豊橋丸栄の自立的な再建が十分可能であると判断するに至りました。

 本件の株式譲渡によって当社グループはより一層の経営資源の集中を行うことが可能になり、企業

価値を向上させる上で本件の株式譲渡は必要不可欠であると考えております。

（2）譲渡先の概要

① 会社名 合同会社ＬＩＴ豊橋支援１号

② 設立目的 株式会社豊橋丸栄の自立的経営体制の構築を支援すること

③ 所在地 東京都千代田区丸の内二丁目２番１号

④ 資本金 10,000千円

（3） 譲渡の日程

① 株式譲渡契約日 平成22年９月７日

② 株式譲渡日 平成22年９月13日

（4） 当該子会社の株式譲渡の内容

① 譲渡株式数 1,000株

② 譲渡価額 1,000円

③ 影響額 本件の株式譲渡により豊橋丸栄は連結子会社に該当しなくなる
ため平成23年２月期第３四半期より連結の範囲から外れること
になります。
なお、連結範囲からの除外処理及び同社に対する債権の整理に
伴い、第３四半期連結会計期間において、おおよそ34億５千万
円程度の特別損失の発生が見込まれます。 
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