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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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3月期第2四半期 197,627 △2.2 5,216 236.8 4,796 190.5 1,963 258.3
22年3月期第2四半期 202,012 △7.7 1,548 △61.3 1,651 △50.5 548 △62.0

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3月期第2四半期 7.17 ―

22年3月期第2四半期 2.00 ―

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3月期第2四半期 650,342 310,028 47.6 1,131.36
22年3月期 664,357 312,534 47.0 1,140.54

（参考） 自己資本  23年3月期第2四半期  309,673百万円 22年3月期  312,188百万円

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3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00

23年3月期 ― 7.00

23年3月期 
（予想）

― 7.00 14.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 410,000 △2.2 13,000 24.5 12,000 20.9 6,000 17.5 21.92



(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続きは実施中です。 

※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、四半期決算短信 ［添付資料］ ４ページ 「（３） 
連結業績予想に関する定性的情報」 をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］５ページ 「２． 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 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） 23年3月期2Q 318,660,417株 22年3月期 318,660,417株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q 44,943,883株 22年3月期 44,941,174株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 273,717,206株 22年3月期2Q 273,740,002株
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当第２四半期の経営環境は、外需の拡大による企業業績の回復など一部に明るい兆しが見られる一方で、

円高や海外景気の下振れ懸念などの不安材料に加え、雇用情勢や所得環境は引き続き低調に推移するなど、

先行き不透明な状況が続きました。 

このような環境のもと、当社グループにおきましては、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「事業・収益構造の転換」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、上半期のお買上客数が順調に拡大し、７・８月期の既存店売上高が増加に転じるなど、小売事

業の売上高は計画を上回る結果となりました。さらに、ショッピングクレジットが引き続き好調に推移した

ことで、カード事業の売上高は計画どおり増収となり、連結売上高は197,627百万円（前年同期比2.2％

減）、計画比では102％となりました。利益面につきましては、売上高が計画を上回ったことに加え、政策

的にすすめてまいりました販管費の削減により、営業利益は5,216百万円（前年同期比336.8％）、経常利益

は4,796百万円（同290.5％）、四半期純利益は1,963百万円（同358.3％）と計画を上回り、上半期としては

５年ぶりに営業増益となりました。 

  

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

よる売上高の回復に努めてまいりました。 

まず、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した。具体的に

は、今春から新たに「おしゃれだけじゃない！」というテーマのもと、従来のファッション性に加え、お客

様のライフスタイルに合わせた付加価値の高いＰＢ商品の展開を開始いたしました。特に、お客様と共同で

開発した「履き心地」にこだわったパンプスは、これまでのＰＢ商品の販売実績を大幅に上回る成果を挙げ

るなど大変好評をいただきました。また、自主・ＰＢ商品が牽引役となり、荒利益率も下げ止まりの兆しが

見られ、上半期はほぼ計画通り推移いたしました。 

さらに、今期は、お客様ニーズに迅速にお応えするため、各店舗・各売場での独自の取り組みを強化する

とともに、引き続き、エポスカードの会員優待セールの実施や、カード・Ｗｅｂとの連携を高めた施策な

ど、当社グループの強みである「三位一体」の取り組みにより、お得意様づくりとお付き合い期間の長期化

を着実にすすめてまいりました。 

この結果、厳しい消費環境の中でも、30歳以上のお客様のお買上客数が高伸長するなど、客層の幅を広げ

ることで、既存店のお買上客数は14ヵ月連続で増加し、上半期のお買上客数は８％増と順調に拡大いたしま

した。また、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４％増と、昨年の下

半期に続き増加いたしました。 

一方、コスト面では、計画的に実施してまいりました店舗のスクラップ＆ビルドや既存店改装の見直しな

どにより、設備費や減価償却費の低減を図るとともに、カタログからＷｅｂ中心のビジネスへの移行をすす

めている通信販売では、 大のコストであるカタログ経費の見直しにより、収益構造の改善にも取り組んで

まいりました。 

以上の結果、上半期の小売事業の営業利益は、黒字に転換し、連結営業増益に大きく貢献いたしました。

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
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 (カード事業） 

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した。 

具体的には、丸井店舗での入会促進に加え、６月からの㈱ＥＭＩミュージック・ジャパン様、㈱ノジマ様

との新規の提携や、教習所などの関連事業の協業先での発行を強化するなど、丸井店舗以外でのカードの発

行拠点を増やすことで、カード会員数の拡大を図ってまいりました。これにより、９月末の会員数は、前年

同期に対して17万人増加し約480万人となりました。 

また、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とともに、発行時の

ご案内を強化するなど、ご利用客数の拡大に取り組んでまいりました。さらに、カード会員向けの優待施設

の拡充や、継続利用を促進するため、エポスカードによる携帯電話や公共料金のお支払いをお勧めするな

ど、メインカード化に向けた施策により、ご利用客数も14万人増加し約220万人となりました。 

この結果、キャッシングの融資残高の減少にともない、消費者ローン利息収入が減少する一方で、加盟店

でのショッピングクレジットの取扱高は、約1.3倍と引き続き好調に推移し、割賦売掛金残高が20年ぶりに

1,000億円を超えるなど、割賦手数料と加盟店手数料が順調に拡大いたしました。これにより、カード事業

の売上高は計画どおり増収を確保するとともに、キャッシングからショッピングクレジットへ収益構造の転

換を確実にすすめることができました。 

また、2006年に発行を開始したエポスカードは、今期 初の更新時期を迎えましたが、店舗を持つ当社独

自の強みを活かし、３割以上のお客様の更新手続きを丸井店舗で実施することで、郵送費の効率化を図るな

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、カード事業は４半期連続で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、システム運営受託事業が拡大したことなどにより、売上高は前期並の水準を確保し、計画通り推移いた

しました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末における総資産は650,342百万円となり、前期末に比べ14,014百万円の減少となりまし

た。流動資産においては、エポスカードの利用客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

たことにより割賦売掛金が10,026百万円増加した一方、営業貸付金が消費者金融を取り巻く環境変化などに

より10,419百万円減少いたしました。固定資産においては、株式の売却などにより投資有価証券が8,039百

万円減少いたしました。 

 負債合計は11,509百万円減少し、340,314百万円となりました。これは、コマーシャル・ペーパーが

20,000百万円減少したことや、利息返還損失引当金が5,835百万円減少した一方、長期借入金が11,000百万

円増加したことなどによるものです。 

 純資産は310,028百万円となり、自己資本比率は前期末の47.0％から47.6％となりました。  
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物は前期末に比べて5,072百万円減少し、27,211百万円となり

ました。当第２四半期累計期間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8,769百万円の収入となり、前年同期間に比べて13,312百万円減少

いたしました。これは、前年同期間に割賦売掛金の流動化による収入が14,920百万円あったことなどによる

ものです。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは2,875百万円の支出となり、前年同期間に比べて7,796百万円支出が

減少いたしました。これは主に、固定資産の取得による支出が4,531百万円減少したことや、投資有価証券

の売却による収入が3,816百万円増加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10,966百万円の支出となり、前年同期間に比べて864百万円支出が

減少いたしました。これは、コマーシャル・ペーパーの償還により29,000百万円減少した一方、長期借入れ

による収入が9,000百万円増加したことや、前年同期間に社債の償還による支出が20,000百万円あったこと

などによるものです。 

 

 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

下半期以降の施策として、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・強化してまいりま

す。特に、ＰＢ商品の開発や店づくりなど、これまで培ってまいりましたお客様参加型の商売をより深堀り

することで、客層の幅を広げ、客数の拡大による売上高の向上を目指してまいります。 

まず、品揃えにつきましては、ファッション分野で急速にすすむお客様の意識の変化とエイジレス化に対

応した取り組みを一層強化してまいります。具体的には、お客様と共に開発した新たなＰＢ商品の発売や、

年代とともに変化するサイズへのご要望にお応えした新ショップの導入など、当社の強みである自主・ＰＢ

商品を中心に、幅広いお客様にご支持いただける品揃えを実現し、客数の拡大に努めてまいります。また、

小売事業の荒利益率につきましても、今後の自主・ＰＢ商品の売上拡大に併せて、より一層の改善に取り組

んでまいります。 

次に、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、2011年１月には、創業の地である

中野に新しい店舗を開店いたします。「中野マルイ」は、地域のお客様のご要望にお応えした品揃えに加

え、緑化広場を設置し地域との共生を目指した店づくりをすすめてまいります。また、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、小売事業の収益に加え、不動産収益の拡大にも

寄与する見込みです。 

さらに、2011年春には、丸井グループとしては初の京都進出となる店舗を四条河原町に開店いたします。

「京都新店」は、これまでの「有楽町マルイ」や「新宿マルイ本館」で培ったお客様参加型の店づくりをさ

らに進化させるとともに、丸井グループの強みである「店舗・カード・Ｗｅｂ」の連携をより一層高め、こ

れまでの取り組みの集大成として、地域のお客様に喜んでいただける店づくりを目指してまいります。これ

により、関西地区は、「神戸三宮」、「大阪なんば」、「京都四条河原町」の３店舗体制となり、より効率

的な店舗ネットワークが確立いたします。 

また、下半期より、将来の中国への出店に向け「中国事業プロジェクト」を設置いたしました。これま

で、専門店を通して中国市場の調査をすすめてまいりましたが、今後は、プロジェクトを中心に、マルイ店

舗での出店も視野に、本格的に準備をすすめてまいります。 
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次に、カード事業では、継続して、ご利用客数の拡大に取り組んでまいります。具体的には、小売事業で

の客層の拡大に合わせ、幅広いお客様に支持される優待施設やポイント等の特典を充実させるとともに、会

員優待セールのご案内など、お客様とのタイムリーなコミュニケーションをさらに強化するため、カード会

員のネット登録率も、業界有数の50％以上まで高めてまいります。 

 また、今期は、期限更新に伴い、利用頻度の少ないお客様を中心に一時的な退会の増加が予測されます

が、丸井店舗での入会促進や提携先カードの拡大等の取り組みにより、新規のカード会員数を着実に増やす

ことで、退会による会員数の減少を補ってまいります。 

これにより、年間の加盟店取扱高は、初めて3,000億円を超える見込みで、丸井店舗でのご利用とキャッ

シングを合わせた取扱高は約5,500億円と、昨年の実績を上回り過去 高となる見通しです。 

なお、６月に施行された総量規制につきましては、ご利用制限等によりキャッシング取扱高の減少が見ら

れるものの、懸念しておりました一時的な貸倒の増加等の影響は現時点ではほとんど見られず、法改正に伴

う将来の損失に備えた対応につきましては、下半期の状況を見極め、合理的な見積もりが可能となった時点

で適切に対応してまいります。 

以上の結果、通期の業績につきましては、円高の進展等による企業業績への影響など、引き続き先行き不

透明な経営環境を考慮し、連結売上高は、4,100億円（前年同期比2.2％減）と減収見通しながら、営業利益

は130億円（同24.5％増）、経常利益は120億円（同20.9％増）、当期純利益は60億円（同17.5％増）を予想

しております。 

  

 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、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定する方法によ

っております。 

②たな卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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定する方法によっております。 

③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定する方法に

よっております。 

④繰延税金資産の回収可能性の判断 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異

等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

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
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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                                           

税金費用の計算については、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見積実効税率を乗じて計算する方

法によっております。ただし、見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

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。 

  

①重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産  

商品の評価方法は、従来、売価還元法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方

法により算定)によっておりましたが、小売事業における荒利益率の改善に向け、仕入れ・在庫コントロー

ルの精度をさらに高めるための施策として、また、在庫の管理・運用方法の改善の結果、より詳細な在庫管

理が可能となったため、第１四半期連結会計期間より、月次総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益

性の低下による簿価切下げの方法により算定)に変更しております。 

この変更は、財政状態及び経営成績をより適正に表示するものであり、また、将来の国際会計基準の適用も

視野に入れたものです。 

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそ

れぞれ51百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は706百万円減少しております。  

②資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ18百万円減少し、税金等調整前

四半期純利益は563百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額

は655百万円です。 

（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９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３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 27,211 32,283

受取手形及び売掛金 4,907 5,160

割賦売掛金 105,898 95,871

営業貸付金 181,066 191,486

商品 25,658 25,566

その他 22,291 22,854

貸倒引当金 △10,030 △9,820

流動資産合計 357,003 363,403

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 81,375 85,444

土地 103,312 103,312

その他（純額） 14,029 10,398

有形固定資産合計 198,717 199,154

無形固定資産 7,346 7,552

投資その他の資産

投資有価証券 19,528 27,568

差入保証金 44,900 45,947

その他 22,845 20,732

投資その他の資産合計 87,274 94,248

固定資産合計 293,339 300,954

資産合計 650,342 664,357
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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９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３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 28,141 27,914

短期借入金 75,753 75,744

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

コマーシャル・ペーパー － 20,000

未払法人税等 2,881 582

賞与引当金 4,254 2,773

ポイント引当金 1,054 940

商品券等引換損失引当金 138 134

その他 15,929 17,078

流動負債合計 158,152 175,166

固定負債

社債 55,000 55,000

転換社債 39,532 39,532

長期借入金 74,400 63,400

利息返還損失引当金 6,283 12,119

その他 6,946 6,605

固定負債合計 182,161 176,656

負債合計 340,314 351,823

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 242,229 242,182

自己株式 △53,886 △53,885

株主資本合計 315,571 315,525

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,897 △3,337

評価・換算差額等合計 △5,897 △3,337

少数株主持分 355 345

純資産合計 310,028 312,534

負債純資産合計 650,342 664,357
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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４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

小売事業売上高 161,577 156,891

小売事業売上原価 115,481 112,812

小売事業売上総利益 46,095 44,078

カード事業収益

消費者ローン利息収入 16,299 15,141

割賦手数料 4,635 5,273

その他 2,687 3,501

カード事業収益合計 23,622 23,915

小売関連サービス事業収益 16,812 16,819

小売関連サービス事業原価 13,316 13,649

小売関連サービス事業総利益 3,496 3,170

売上総利益 73,214 71,165

販売費及び一般管理費 71,665 65,948

営業利益 1,548 5,216

営業外収益

受取利息 97 88

受取配当金 270 283

固定資産受贈益 1,001 358

その他 486 315

営業外収益合計 1,856 1,045

営業外費用

支払利息 1,457 1,285

持分法による投資損失 79 －

その他 217 179

営業外費用合計 1,754 1,465

経常利益 1,651 4,796

特別利益

投資有価証券売却益 229 828

債権譲渡益 1,059 －

特別利益合計 1,288 828

特別損失

固定資産除却損 1,402 327

店舗閉鎖損失 337 －

減損損失 184 －

投資有価証券評価損 679 513

投資有価証券売却損 － 4

会員権評価損 2 －

たな卸資産評価差額 － 757

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 545

特別損失合計 2,607 2,147

税金等調整前四半期純利益 332 3,477

法人税等 △228 1,498

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,978

少数株主利益 12 15

四半期純利益 548 1,963
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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４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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 332 3,477

減価償却費 9,455 7,579

ポイント引当金の増減額（△は減少） 72 114

貸倒引当金の増減額（△は減少） 170 210

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △5,465 △5,835

賞与引当金の増減額（△は減少） △607 1,481

受取利息及び受取配当金 △368 △371

支払利息 1,457 1,285

投資有価証券売却損益（△は益） △229 △824

固定資産除却損 1,233 323

減損損失 184 －

たな卸資産評価差額 － 757

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 545

受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） 1,813 253

割賦売掛金の増減額（△は増加） 2,723 △10,026

営業貸付金の増減額（△は増加） 7,287 10,419

たな卸資産の増減額（△は増加） 690 △973

買掛金の増減額（△は減少） 658 226

その他 △2,740 812

小計 16,668 9,453

利息及び配当金の受取額 305 309

利息の支払額 △1,233 △1,041

法人税等の支払額 △718 △676

法人税等の還付額 7,059 724

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,081 8,769

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 △12,409 △7,878

投資有価証券の売却による収入 230 4,047

差入保証金の差入による支出 △320 △4

差入保証金の回収による収入 1,736 1,282

その他 90 △321

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,672 △2,875

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） △3,787 9

長期借入れによる収入 2,000 11,000

社債の発行による収入 4,921 －

社債の償還による支出 △20,000 －

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

9,000 △20,000

自己株式の取得による支出 △1 △2

配当金の支払額 △3,832 △1,916

その他 △131 △58

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,830 △10,966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △421 △5,072

現金及び現金同等物の期首残高 29,026 32,283

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,605 27,211
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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４月１日  至  平成21年９月30日) 
  

 
  

前第２四半期連結累計期間において、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。   

  

前第２四半期連結累計期間において、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しておりま

す。 

  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものです。 

 当社グループは、提供する商品、サービス等により「小売事業」「カード事業」「小売関連サービス事

業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「小売事業」は、衣料品、装飾雑貨、家庭用品、食品等の販売を行っております。「カード事業」は、

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を行っております。「小売関連サービス事

業」は、店舗内装、広告宣伝、建物等の保守管理、不動産賃貸、情報システムサービス、ファッション

物流受託等を行っております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔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)

売上高

 (1) 外部顧客に対する 
    売上高

161,577 23,622 16,812 202,012 ― 202,012

 (2) セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

2,537 1,868 12,794 17,200 (17,200) ―

計 164,114 25,490 29,607 219,212 (17,200) 202,012

営業利益又は営業損失(△) △3,041 4,748 1,354 3,062 (1,513) 1,548

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

〔セグメント情報〕
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注) １  セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去1,158百万円、各報告セグメントに配分していない全 

社費用△2,287百万円です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の費用 

です。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報   

当第２四半期連結累計期間において、該当事項はありません。 

  

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。   

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２小売事業 カード事業

小売関連
サービス事業

計

売上高

  外部顧客への売上高
156,891 

 
23,915

 
16,819

 
197,627

 
― 
 

197,627
 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

2,458 
 

1,848 
  
 

8,804
 

13,110
 

△13,110 
 

―
 

計 159,349 25,763 25,624 210,738 △13,110 197,627

セグメント利益 373 5,300 670 6,344 △1,128 5,216

(追加情報)

（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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