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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 34,919 △17.7 556 ― 278 ― 6,876 ―

22年2月期第3四半期 42,432 ― 31 ― △296 ― △6,098 ―

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 219.38 151.50
22年2月期第3四半期 △189.79 ―

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 27,988 1,146 4.1 12.95
22年2月期 33,392 △6,449 △19.3 △202.89

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  1,146百万円 22年2月期  △6,453百万円

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
23年2月期 ― ― ―

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 46,200 △19.2 800 190.8 450 ― 7,600 ― 242.08



(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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対する四
半期レビュー手続は平成23年１月７日付で終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「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 有

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 31,353,142株 22年2月期  32,286,002株

② 期末自己株式数 23年2月期3Q  124,534株 22年2月期  476,021株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 31,345,060株 22年2月期3Q  32,134,572株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

（第３四半期連結累計期間） ………………………………………………………………………………………  6

（第３四半期連結会計期間） ………………………………………………………………………………………  8

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  9

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  11

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  11

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  12

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  13

（１）連結売上高 …………………………………………………………………………………………………………  13

（２）店別売上高 …………………………………………………………………………………………………………  13

（３）商品別売上高 ………………………………………………………………………………………………………  13

㈱さいか屋（8254）　平成23年２月期　第３四半期決算短信

-1-



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成22年３月１日～平成22年11月30日）におけるわが国経済は、企業業績には改善が

見られ、設備投資等にも一部持ち直しの兆しが見えるものの、デフレや円高、株安の影響等により個人消費、雇用情

勢も未だ回復しておらず、依然厳しい状況が続いております。 

 百貨店業界におきましては、10月売上高が２年８ヶ月ぶりに前年同月を上回る等足元では回復の兆しが見られるも

のの、他業態との競争激化に加え、生活防衛意識の高まり等の影響により、経営環境は厳しい状態が続いておりま

す。 

 このような状況のなか、すでに第１四半期連結会計期間でお知らせしましたように、当社グループの百貨店業で

は、平成22年２月１日に全お取引金融機関の皆様より事業再生計画案に対する同意をいただき、事業再生ＡＤＲ手続

が成立し、第１四半期連結会計期間では、川崎店等の売却・引渡を実行し売却益4,212百万円が実現したほか、同年

３月26日及び３月31日付でお取引７金融機関から2,640百万円の債務免除及びお取引１金融機関から741百万円の債務

の株式化の実行を受け、これにより債務超過を解消しております。 

また、横須賀店は大通り館を同年５月11日に閉館し、新館１館体制にすることや、同年５月28日に川崎店４階に

大型テナントの「洋服のサカゼン」を導入するなどに合わせて、希望退職等により185名の人員削減を図り、徹底し

たローコストオペレーションを実行しております。 

中核となる百貨店の販売戦略においては、「食料品部門の強化」「ＩＴを活用した販売等の強化」等を実行する

ため、全社を束ねる営業企画部門を本社に設置し、新しい企画を効率的かつ迅速に実行しております。更に、「外商

機能についての見直し」を図り、お客様のニーズをコーディネートする「コンシェルジュ」を配置いたしました。具

体的には、６月初旬に川崎店と横須賀店において「ロイヤルラウンジ」をオープンし、コンシェルジュがきめ細やか

なサービスでお客様をお迎えいたしております。 

 また、当社の営業政策であります「お客様のニーズにあった大型テナント誘致」では、川崎店において７月１日に

「マイスター・バイ・ユザワヤ」、「東京靴流通センター」および「100円ショップシルク」をオープンいたしまし

た。また、６月に営業企画部門の中に、「食料品催事専任担当」を配置し、魅力ある店舗運営に向けて食料品部門を

更に強化しております。そして、８月には当社としては初の試みとなります「さいか屋ケータイ（携帯）サイト」を

オープンし、ケータイメルマガ会員にご登録のお客様には、いち早く催し物やセールの開催情報等をメールにて配信

いたしております。 

 当第３四半期会計期間におきましては、９月に川崎店に「カルディコーヒーファーム」がオープンし、川崎店の改

装はほぼ完了いたしました。また、11月にはインターネット上のショッピングサイトである「さいか屋Ｗｅｂショッ

ピング」（お歳暮ギフトやおせち料理予約承りの販売）を刷新し、実店舗と同様のきめ細かいサービス及び操作性や

お買い物のしやすさの向上を図りました。  

 グループ事業全体といたしましては、個々の事業の見直し、諸経費の削減、ノンコア資産の売却を順次進めている

ほか、関連グループ会社については必要な人員・資産のみを引き継ぎ、清算等の実施をするなど、経営効率の改善に

取り組み連結業績の回復に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は売上高34,919百万円（前年同期比82.3％）、営業利益556百万

円（前年同期比1741.0％）、経常利益278百万円（前年同期は296百万円の経常損失）、四半期純利益は6,876百万円

（前年同期は6,098百万円の四半期純損失）となりました。 

   

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産27,988百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,403百万円減

少しました。こらは主に、固定資産の減少によるものです。負債については、前連結会計年度末に比べて12,998百万

円減少しました。これは主に、長期借入金、社債及び事業構造改善引当金の減少によるものです。 

（キャッシュ・フローの状況）  

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,459百万円増加し、

3,033百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、1,349百万円（前年同期比280.1％）の収入となりました。これは主に、税

金等調整前当期利益6,836百万円及び減価償却費864百万円及びたな卸資産の減少額655百万円から有形固定資産売却

益4,212百万円及び債務免除益2,698百万円を除いて計上したことによるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、6,838百万円（前年同期比493.6％）の収入となりました。これは主に有形

固定資産の売却による収入8,000百万円及び有形固定資産の取得による支出963百万円等によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、6,600百万円（前年同期は2,742百万円の使用）の使用となりました。これ

は主に長期借入金の純減少額3,936百万円及び社債の償還による支出2,622百万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年２月期の連結業績予想につきましては、平成22年10月13日公表の「平成23年２月期第２四半期決算短信」

の数値に変更はありません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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第２四半期連結会計期間末に算定したものと著しい変化が無い

と認められるため、第２四半期連結会計期間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 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年

間償却予定額を期間按分して算定しております。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更   

  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結

会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分についての成果の確実性が認

められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積は原価比例法）を適用しております。なお、この

変更による損益への影響はありません。 

  

  

２．その他の情報
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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 3,033,979 1,599,192

受取手形及び売掛金 1,315,774 1,617,674

商品 1,850,680 2,581,576

貯蔵品 56,508 62,389

その他 454,566 1,681,963

貸倒引当金 △3,470 △6,639

流動資産合計 6,708,039 7,536,156

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,433,509 13,575,407

土地 8,068,135 9,372,546

リース資産（純額） 66,960 24,768

その他（純額） 93,158 141,874

有形固定資産合計 18,661,764 23,114,596

無形固定資産 141,542 104,683

投資その他の資産   

投資有価証券 318,230 484,321

破産更生債権等 3,870,990 4,172,972

敷金及び保証金 1,651,309 1,415,883

その他 326,069 154,298

貸倒引当金 △3,704,087 △3,613,138

投資その他の資産合計 2,462,512 2,614,336

固定資産合計 21,265,819 25,833,616

繰延資産 14,877 22,303

資産合計 27,988,736 33,392,076
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,676,866 4,126,712

短期借入金 161,405 422,240

1年内償還予定の社債 400,000 550,000

未払法人税等 46,115 9,922

賞与引当金 59,770 －

商品券回収損引当金 564,905 518,393

事業構造改善引当金 233,341 1,285,720

その他 2,413,846 3,460,906

流動負債合計 7,556,251 10,373,895

固定負債   

社債 380,000 2,852,900

長期借入金 17,148,232 24,532,616

退職給付引当金 832,220 1,028,802

その他 926,013 1,053,052

固定負債合計 19,286,466 29,467,371

負債合計 26,842,717 39,841,267

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,945,290 3,149,063

資本剰余金 1,637,078 2,505,662

利益剰余金 △2,390,188 △12,050,791

自己株式 △41,308 △41,188

株主資本合計 1,150,873 △6,437,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,854 △16,704

評価・換算差額等合計 △4,854 △16,704

少数株主持分 － 4,768

純資産合計 1,146,018 △6,449,190

負債純資産合計 27,988,736 33,392,076
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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：千円）

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 42,432,040 34,919,736

売上原価 32,520,979 27,054,126

売上総利益 9,911,061 7,865,610

販売費及び一般管理費 9,879,104 7,309,263

営業利益 31,956 556,346

営業外収益   

受取利息 69,078 28,103

受取配当金 13,712 10,862

固定資産受贈益 37,484 3,100

その他 116,720 60,137

営業外収益合計 236,995 102,203

営業外費用   

支払利息 514,425 325,247

その他 50,900 55,212

営業外費用合計 565,326 380,460

経常利益又は経常損失（△） △296,373 278,090

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 2,711 －

賞与引当金戻入額 65,903 －

固定資産売却益 2,217 4,212,727

投資有価証券売却益 1,482 22,521

店舗売却益 4,187 －

債務免除益 － 2,698,852

特別利益合計 76,501 6,934,101

特別損失   

固定資産売却損 － 119

固定資産除却損 74,747 24,907

商品評価損 68,145 －

早期退職制度費用 73,360 －

シンジケートローン解約損 43,115 －

投資有価証券売却損 3,223 24,810

繰延資産償却損 － 263

退職給付制度一部終了損 380,617 －

店舗閉鎖損失 23,572 －

関係会社株式評価損 938,509 －

減損損失 365,462 738

貸倒引当金繰入額 3,102,547 107,719

投資有価証券評価損 － 6,758

事業構造改善費用 － 210,190

特別損失合計 5,073,300 375,507
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（単位：千円）

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) 

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（△）

△5,293,173 6,836,684

法人税、住民税及び事業税 6,772 5,520

過年度法人税等戻入額 △4,555 －

法人税等調整額 854,454 △45,331

法人税等合計 856,671 △39,811

少数株主損失（△） △51,117 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,098,727 6,876,496
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 13,261,596 10,453,535

売上原価 10,127,404 8,087,252

売上総利益 3,134,191 2,366,282

販売費及び一般管理費 3,177,345 2,269,868

営業利益又は営業損失（△） △43,154 96,414

営業外収益   

受取利息 18,702 7,192

受取配当金 293 －

商品券回収損引当金戻入額 57,881 －

負ののれん償却額 － 3,563

その他 19,575 2,540

営業外収益合計 96,451 13,296

営業外費用   

支払利息 171,926 103,335

その他 19,522 3,390

営業外費用合計 191,448 106,726

経常利益又は経常損失（△） △138,151 2,984

特別利益   

店舗売却益 4,187 －

特別利益合計 4,187 －

特別損失   

固定資産除却損 1,850 14,832

投資有価証券売却損 163 －

減損損失 12,496 －

貸倒引当金繰入額 － 504,108

投資有価証券評価損 － 6,758

特別損失合計 14,510 525,698

税金等調整前四半期純損失（△） △148,475 △522,714

法人税、住民税及び事業税 387 1,840

法人税等調整額 △4,335 △3,834

法人税等合計 △3,948 △1,994

少数株主利益 3,124 －

四半期純損失（△） △147,650 △520,719
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△5,293,173 6,836,684

減価償却費 1,168,289 864,862

減損損失 365,462 738

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,122,902 146,920

商品券回収損引当金の増減額（△は減少） △40,896 46,512

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,903 59,770

退職給付引当金の増減額（△は減少） △314,457 △282,523

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,711 －

受取利息及び受取配当金 △82,791 △38,965

支払利息 514,425 325,247

投資有価証券売却損益（△は益） 1,741 2,288

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,758

関係会社株式評価損 938,509 －

債務免除益 － △2,698,852

有形固定資産売却損益（△は益） △2,217 △4,212,608

有形固定資産除却損 74,747 24,907

事業構造改善費用 － 210,190

店舗売却益 △4,187 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,980,528 293,275

たな卸資産の増減額（△は増加） 990,662 655,302

仕入債務の増減額（△は減少） △743,447 △378,100

その他 △1,624,884 201,029

小計 982,599 2,063,437

利息及び配当金の受取額 82,791 38,965

利息の支払額 △573,695 △328,529

事業構造改善費用の支払額 － △417,632

法人税等の支払額 △14,250 △6,332

法人税等の還付額 4,555 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 481,999 1,349,908
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（単位：千円）

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) 

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 － △429,074

定期預金の払戻による収入 166,400 454,074

有形固定資産の取得による支出 △587,770 △963,322

有形固定資産の売却による収入 1,756,350 8,000,939

無形固定資産の取得による支出 △48,618 △50,874

無形固定資産の売却による収入 210 －

店舗の売却による収入 44,098 －

投資有価証券の取得による支出 △463 △3,482

投資有価証券の売却による収入 17,394 172,518

貸付けによる支出 △47,669 △4,162

貸付金の回収による収入 204,990 4,202

差入保証金の差入による支出 △349,071 △699,074

差入保証金の回収による収入 229,291 356,524

その他 176 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,385,318 6,838,269

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） 2,697,386 △32,700

長期借入れによる収入 4,859,350 6,590,406

長期借入金の返済による支出 △7,703,630 △10,526,715

社債の償還による支出 △2,582,850 △2,622,900

その他 △12,861 △8,957

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,742,606 △6,600,865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △875,287 1,587,312

現金及び現金同等物の期首残高 3,115,023 1,574,192

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △127,525

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,239,735 3,033,979
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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〕 

（注）１．事業区分は、日本標準産業分類によって小売業、金融業、その他の事業に区分しております。  

２．各事業の主要な内容 

(1）百貨店業……………………衣料品、食料品、雑貨、身回品、家庭用品等の販売及び店舗ビルの賃貸 

(2）金融業………………………クレジット業務受託業、ファイナンス業 

(3）その他の事業………………宣伝広告代理店業及び情報処理サービス業 

  

（注）１．事業区分は、日本標準産業分類によって小売業、金融業に区分しております。 

    ２．前第３四半期連結会計期間においてその他の事業を行っていた連結子会社について、第１四半期連結会計期

間において連結の範囲から除外したことから、その他の事業はなくなっております。  

３．各事業の主要な内容 

(1）百貨店業……………………衣料品、食料品、雑貨、身回品、家庭用品等の販売及び店舗ビルの賃貸 

(2）金融業………………………クレジット業務受託業、ファイナンス業 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  前第３四半期連結会計期間(自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日） 

  
百貨店業 
(千円) 

金融業
(千円) 

その他の
事業 
(千円) 

計
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結
(千円) 

売上高                              

(1）外部顧客に 

  対する売上高 
 12,995,330 6,243 260,022 13,261,596  － 13,261,596

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 13,335 6,622 97,380 117,338     △117,338 －

計  13,008,666 12,865 357,402 13,378,934  △117,338 13,261,596

営業利益又は営業損失

（△） 
 △59,588 △18,462 34,504 △43,547  393 △43,154

  当第３四半期連結会計期間(自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30日） 

  
百貨店業 
(千円) 

金融業
(千円) 

計
(千円) 

消去
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高                          

(1）外部顧客に 

  対する売上高 
 10,452,336 1,198 10,453,535 －  10,453,535

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 1,386 6,577 7,963   △7,963  －

計  10,453,722 7,775 10,461,498 △7,963  10,453,535

営業利益又は営業損失

（△） 
 112,254 △12,422 99,832 △3,417  96,414
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（注）１．事業区分は、日本標準産業分類によって小売業、金融業、その他の事業に区分しております。  

２．各事業の主要な内容 

(1）百貨店業……………………衣料品、食料品、雑貨、身回品、家庭用品等の販売及び店舗ビルの賃貸 

(2）金融業………………………クレジット業務受託業、ファイナンス業 

(3）その他の事業………………宣伝広告代理店業及び情報処理サービス業 

  

（注）１．事業区分は、日本標準産業分類によって小売業、金融業に区分しております。 

    ２．前第３四半期連結累計期間においてその他の事業を行っていた連結子会社について、第１四半期連結会計期

間において連結の範囲から除外したことから、その他の事業はなくなっております。  

３．各事業の主要な内容 

(1）百貨店業……………………衣料品、食料品、雑貨、身回品、家庭用品等の販売及び店舗ビルの賃貸 

(2）金融業………………………クレジット業務受託業、ファイナンス業 

   

 当社は、平成22年３月31日を払込期日とする、第三者割当によるA種優先株式の発行に伴い、資本金の額及び資

本準備金の額がそれぞれ370,759千円増加しております。また、平成22年４月26日付にて、資本金の額1,574,531千

円及び資本準備金の額598,710千円をその他資本剰余金に振り替えましたので、資本金の額及び資本準備金の額が

それぞれ同額減少しております。この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金の額が1,945,290千円、

資本準備金の額が969,469千円となっております。  

  

  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） 

  
百貨店業 
(千円) 

金融業
(千円) 

その他の
事業 
(千円) 

計
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結
(千円) 

売上高                              

(1）外部顧客に 

  対する売上高 
 41,577,430 17,884 836,725 42,432,040  － 42,432,040

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 46,319 110,625 350,524 507,470     △507,470 －

計  41,623,749 128,510 1,187,250 42,939,511  △507,470 42,432,040

営業利益又は営業損失

（△） 
 △18,855 △32,163 81,319 30,300  1,655 31,956

  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） 

  
百貨店業 
(千円) 

金融業
(千円) 

計
(千円) 

消去
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高                          

(1）外部顧客に 

  対する売上高 
 34,914,193 5,543 34,919,736 －  34,919,736

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 4,322 19,600 23,922   △23,922  －

計  34,918,515 25,143 34,943,659 △23,922  34,919,736

営業利益又は営業損失

（△） 
 591,529 △38,347 553,181 3,165  556,346

（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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連結売上高の内訳 

（単位：千円・％） 

 ※㈱彩美及び㈱彩友計算センターにつきましては、重要性が低下したため、第１四半期より連結の範囲から除外して

おります。また、㈱彩友計算センターにつきましては、平成22年８月24日に清算結了いたしました。 

  

店別売上高（単体） 

（単位：千円・％） 

  

商品別売上高（単体） 

（単位：千円・％） 

  

４．補足情報

  

  

 前第３四半期累計期間  

(自 平成21年３月１日 

至 平成21年11月30日） 

 当第３四半期累計期間  

(自 平成22年３月１日 

至 平成22年11月30日） 

 前年増減・対比 

 売上高  構成比  売上高  構成比  前年増減額  前年対比

 ㈱ さ い か 屋 41,638,945  95.1 34,919,229  98.2  △6,719,715 83.9

 ㈱エーエムカードサービス  128,510  0.3  25,143  0.1    △103,366  19.6

 ㈱ 彩 美  1,000,888 2.3  － －    △1,000,888 －

 ㈱ 彩 友 計 算 セ ン タ ー  187,082  0.4  －  －    △187,082 －

 ア ル フ ァ ト レ ン ド ㈱  838,537  1.9  632,607  1.7    △205,930  75.4

 小 計  43,793,964  100.0  35,576,981  100.0    △8,216,982 81.2

 内 部 売 上 の 消 去   △1,361,923  －  △657,244  －  704,678 48.3

 合 計 42,432,040  － 34,919,736  －  △7,512,303 82.3

  

  

 前第３四半期累計期間  

(自 平成21年３月１日 

至 平成21年11月30日） 

 当第３四半期累計期間  

(自 平成22年３月１日 

至 平成22年11月30日） 

 前年増減・対比 

 売上高  構成比  売上高  構成比  前年増減額  前年対比

 川 崎 店  12,004,898  29.5  9,562,652  28.1  △2,442,245  79.7

 横 須 賀 店  13,062,470  32.0  10,238,374  30.1  △2,824,095  78.4

 藤 沢 店  14,125,793  34.7  13,109,552  38.5  △1,016,240  92.8

 町 田 ジ ョ ル ナ  1,223,352  3.0  1,061,976  3.1  △161,375  86.8

 不 動 産 事 業 部  344,001  0.8  87,485  0.2  △256,515  25.4

 小 計  40,760,515  100.0  34,060,040  100.0  △6,700,474  83.6

 テナント及び手数料収入  878,429  －  859,188  －  △19,241  97.8

 合 計  41,638,945  －  34,919,229  －  △6,719,715  83.9

  

  

 前第３四半期累計期間  

(自 平成21年３月１日 

至 平成21年11月30日） 

 当第３四半期累計期間  

(自 平成22年３月１日 

至 平成22年11月30日） 

 前年増減・対比 

 売上高  構成比  売上高  構成比  前年増減額  前年対比

 衣 料 品  13,049,019  32.0  10,597,511  31.1  △2,451,507 81.2

 身 回 品  3,029,444  7.4  2,737,150  8.0  △292,293 90.4

 雑 貨  6,039,050 14.8  4,767,427 14.0 △1,271,623 78.9

 家 庭 用 品  2,006,553 4.9  1,483,637 4.4  △522,915 73.9

 食 料 品  12,927,486  31.7  11,765,438  34.6  △1,162,048 91.0

 食 堂 ・ 喫 茶 1,334,216 3.3 1,069,010 3.1 △265,206 80.1

 そ の 他 2,374,743 5.9 1,639,864 4.8 △734,878 69.1

 合 計  40,760,515  100.0  34,060,040  100.0  △6,700,474 83.6

外 商 扱 高  12,245,990 30.0 8,387,222 24.6
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