
平成23年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年1月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 丸栄 上場取引所 東 名 

コード番号 8245 URL http://www.maruei.ne.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 江崎 美治洋

問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務本部長 （氏名） 渡邉 克哉 TEL 052-264-1211
四半期報告書提出予定日 平成23年1月13日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11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2月期第3四半期 24,793 △19.8 201 ― △15 ― △5,169 ―

22年2月期第3四半期 30,906 ― △196 ― △549 ― △835 ―

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3四半期 △74.39 ―

22年2月期第3四半期 △14.88 ―

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3四半期 51,163 16,198 31.7 188.02
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3四半期  16,198百万円 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 ― △65.44



(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」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3Q 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3Q  465,387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3Q 69,491,090株 22年2月期3Q  56,170,423株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、好調なアジア経済や各種の経済対策の効果などによ

り、一部の指標に景気回復の兆しが見られましたものの、不安定な欧米経済やそれらを背景とする急激な

円高の進行、株価の低迷などにより、依然として景気の先行きが見えない不透明な中にありました。 

こうした中、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は、秋以降の好調な衣

料商材の動きにより、全国百貨店売上高が前年を超える月もありましたが、引き続きデフレの影響や厳し

い雇用情勢・所得環境下にあり、総じて厳しい商況のうちに推移いたしました。 

名古屋地区におきましては、中日ドラゴンズや名古屋グランパスの優勝セールが牽引となり、秋以降に

おいて前年水準を超える動きが見られましたが、当社におきましては、賃借していました別館からの撤退

による百貨店の本館一館体制への移行や子会社でありました株式会社豊橋丸栄の株式譲渡など、一連の構

造改革への取り組みにより、売上高は前年実績を下回る水準に終始いたしました。 

当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は247億９千３百万円（前年同期比80.2%）となり、

利益面につきましては、構造改革実施による大幅な経費圧縮に伴い営業利益２億１百万円（前年同期は営

業損失1億9千6百万円）、経常損失１千５百万円（前年同期は経常損失５億４千９百万円）となりまし

た。しかしながら、特別損失として関係会社整理損などを計上いたしました結果、四半期純損失は51億６

千９百万円（前年同期は四半期純損失８億３千５百万円）と誠に遺憾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、秋以降の本館一館体制による買い回り性の向上や売場効率の改善に取り組

むとともに、営業面では創業395年を冠とした記念企画や人気の高い物産展の展開のほか、新しくなっ

た貴金属・美術売場をお披露目するご招待会の開催など、集客力の強化に努めました。更には、継続的

なスクラップ＆ビルドによるヤング・ニューキャリアゾーンの充実など、売上高の拡大に向けても鋭意

取り組みました。 

しかしながら、株式会社豊橋丸栄の株式譲渡に伴う売上高の減少や非常に厳しい商環境下、売上高は

223億３千万円（前年同期比81.5%）となり、これに対処すべく、一連の構造改革による大幅な経費の圧

縮に努めましたものの、営業損失は４億円（前年同期は営業損失６億７千１百万円）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、引続く市況の低迷の中、空室率の改善に鋭意取り組みましたが、売上

高は16億４百万円（前年同期比92.0%）となり、営業利益は４億３千５百万円（前年同期比98.2%）とな

りました。 

（運送業） 

運送業におきましては、新規業務の受注などより、売上高は８億５千８百万円（前年同期比111.8%）

となりましたが、それら受注によるコストの増加を吸収するには至らず、営業損失は２百万円（前年同

期は営業損失0.6百万円）となりました。 

（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、当社百貨店で利用可能な

お買物券の発行および取扱を行っております。営業損失は２千２百万円（前年同期は営業損失３千３百

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３四半期決算短信

ー2ー



  

当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ58億８千万円減少し、511億６千３百万円とな

りました。これは流動資産が２億７千５百万円、固定資産が55億８千２百万円減少したことによりま

す。固定資産の減少については、連結子会社の連結除外処理等により建物及び構築物が28億１百万円減

少し、同じく土地が連結子会社の連結除外処理により14億４千１百万円減少しました。また、投資有価

証券が投資有価証券評価損や売却等により10億５千３百万円減少したことなどによります。 

当第３四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ41億７千３百万円減少し、349億６千５百万

円となりました。これは流動負債が15億４千２百万円、固定負債が26億３千１百万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20億７千８百万円減少し、一年内返済予定の長期借入金が

10億２百万円増加したことなどによります。固定負債については、社債が４億６千５百万円、長期借入

金が18億７千万円減少したことなどによります。 

当第３四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ17億６百万円減少し、161億９千８百万円

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51億６千９百万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10月５日に公表いたしました「平成23年２月期 第２四半期決算短

信」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３四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 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を省略し、第２四半期連

結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 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３四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３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,671 2,039

受取手形及び売掛金 839 1,042

商品 789 1,177

その他 5,756 1,182

貸倒引当金 △4,039 △149

流動資産合計 5,016 5,291

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,767 13,569

土地 30,433 31,875

その他（純額） 296 381

有形固定資産合計 41,498 45,826

無形固定資産

のれん 1,530 1,592

その他 115 129

無形固定資産合計 1,645 1,721

投資その他の資産

投資有価証券 2,479 3,533

その他 443 589

貸倒引当金 △0 △22

投資その他の資産合計 2,922 4,100

固定資産合計 46,066 51,648

繰延資産 81 103

資産合計 51,163 57,044

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,382 3,015

短期借入金 2,710 4,788

1年内返済予定の長期借入金 6,070 5,068

1年内償還予定の社債 740 740

未使用商品券等引当金 423 603

その他の引当金 67 60

その他 3,668 3,328

流動負債合計 16,063 17,605

固定負債

社債 4,635 5,100

長期借入金 6,078 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３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日)

退職給付引当金 288 598

その他 3,323 3,343

固定負債合計 18,902 21,533

負債合計 34,965 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 △4,134 1,034

自己株式 △105 △104

株主資本合計 9,446 11,167

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 0 △46

土地再評価差額金 6,751 6,785

評価・換算差額等合計 6,751 6,738

純資産合計 16,198 17,905

負債純資産合計 51,163 57,044
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 30,906 24,793

売上原価 24,066 19,619

売上総利益 6,839 5,173

販売費及び一般管理費 7,036 4,972

営業利益又は営業損失（△） △196 201

営業外収益

受取利息 7 27

持分法による投資利益 31 38

売場改装協力金 28 88

その他 59 54

営業外収益合計 127 208

営業外費用

支払利息 288 272

その他 191 153

営業外費用合計 480 425

経常損失（△） △549 △15

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

関係会社整理損 － 3,449

早期割増退職金 － 822

大量退職に伴う退職給付費用 － 150

減損損失 － 184

固定資産除却損 58 202

その他 6 606

特別損失合計 65 5,415

税金等調整前四半期純損失（△） △613 △5,091

法人税等 222 77

四半期純損失（△） △835 △5,169
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11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損失（△） △613 △5,091

減価償却費 906 763

のれん償却額 55 62

関係会社整理損 － 3,386

早期割増退職金 － 217

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 △23 △44

支払利息 288 272

持分法による投資損益（△は益） △31 △38

投資有価証券評価損益（△は益） － 586

投資有価証券売却損益（△は益） － △336

売上債権の増減額（△は増加） △367 38

たな卸資産の増減額（△は増加） 86 150

仕入債務の増減額（△は減少） 278 △12

その他 552 813

小計 992 951

利息及び配当金の受取額 27 50

利息の支払額 △256 △252

早期割増退職金の支払額 － △604

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 706 158

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 － △272

定期預金の払戻による収入 366 －

投資有価証券の取得による支出 △907 △3

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 △238 △166

貸付けによる支出 － △691

貸付金の回収による収入 － 401

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 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △496

その他 △58 △134

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,459 △535
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日)

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） 1,274 △2,078

長期借入れによる収入 4,000 4,030

長期借入金の返済による支出 △4,103 △4,898

社債の発行による収入 4,201 －

社債の償還による支出 △820 △465

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 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,380 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △373 △369

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 1,571 1,663
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該当事項はありません。 

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年３月１日  至  平成21年11月30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３四半期連結累計期間の営業損失が「百貨店業」におい

て２百万円増加しております。 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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。 

３  百貨店業に含めておりました㈱豊橋丸栄は、平成22年９月13日付で当社が保有する同社の全株式を売却した

ため、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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

27,413 1,745 767 980 30,906 ─ 30,906

  (2) セグメント間 
      の内部売上高 
      又は振替高

3 129 515 108 756 （756） ─

計 27,416 1,874 1,283 1,089 31,663 （756） 30,906

    営業利益又は 
    営業損失(△)

△671 443 △０ △33 △262 65 △196

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

22,330 1,604 858 0 24,793 ─ 24,793

  (2) セグメント間 
      の内部売上高 
      又は振替高

2 124 612 60 800 (800) ─

計 22,332 1,729 1,470 60 25,593 (800) 24,793

    営業利益又は 
    営業損失(△)

△400 435 △2 △22 9 192 201
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前第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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３四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

国内売上のみのため該当事項はありません。 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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、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３四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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