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(百万円未満切捨て)
１．平成28年２月期第１四半期の連結業績（平成27年３月１日～平成27年５月31日）

（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 ％

28年２月期第１四半期 9,279 2.8 390 220.9 361 537.0 255 510.1

27年２月期第１四半期 9,029 △4.3 121 △44.6 56 △61.9 41 △68.8
(注) 包括利益 28年２月期第１四半期 254百万円( 649.9％) 27年２月期第１四半期 33百万円(△76.7％)
　

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

28年２月期第１四半期 8.17 6.13

27年２月期第１四半期 1.34 1.00
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年２月期第１四半期 22,094 6,671 30.2

27年２月期 21,770 6,417 29.5
(参考) 自己資本 28年２月期第１四半期 6,671百万円 27年２月期 6,417百万円
　

　　

２．配当の状況

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

27年２月期 ― ― ― 0.00 0.00

28年２月期 ―

28年２月期(予想) ― ― 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成28年２月期の連結業績予想（平成27年３月１日～平成28年２月29日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 15,600 △11.6 370 86.7 290 315.3 180 167.5 5.77

通期 28,400 △19.4 530 △2.7 380 △5.5 260 △91.5 8.33
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年２月期１Ｑ 31,353,142株 27年２月期 31,353,142株

② 期末自己株式数 28年２月期１Ｑ 137,580株 27年２月期 136,146株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年２月期１Ｑ 31,216,039株 27年２月期１Ｑ 31,219,579株
　

　

※ 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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は平成27年７月10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
・本資料に記載されている業績見通し等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。業績予想の
前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P３「連結業績予想に関する
定性的情報」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間(平成27年３月１日～平成27年５月31日)におけるわが国経済は、政府の経済政策や日

銀の金融緩和策を背景に、円安・株高基調で推移し、企業収益には改善の動きがみられ、雇用情勢も改善傾向にあ

ります。個人消費についても持ち直しの兆しがみられており、景気は緩やかな回復基調が続いています。

百貨店業界におきましては、３月の売上高は、昨年４月の消費増税前の駆け込み需要による大幅増の反動があり、

前年同月比で大幅にマイナスとなりましたが、大都市圏では一昨年対比でプラスとなりました。４月、５月の売上

高につきましては、消費増税直後の買い控えによる大幅減の反動で、前年同月比で大きく売上を伸ばし、一昨年対

比でもプラスを確保いたしました。商品別では、主要5品目（衣料品、身のまわり品、雑貨、家庭用品、食料品）が

全てプラスとなり、株高や消費マインドの向上、インバウンド効果を背景に、化粧品や高級時計を中心に美術・宝

飾・貴金属が好調に推移いたしました。

このような状況の下、当社におきましては、今年度から２年間の新中期経営計画を策定し、「百貨店事業の強化」、

「関連事業および新規事業への取り組み」、「財務体質の強化」、「人材育成の強化と組織風土の改革」の４つの主要課

題に対応するための施策実行に全社を挙げて取り組んでおります。

当第１四半期連結累計期間におきましては、３月の売上高は、昨年４月の消費増税前の駆け込み需要による大幅

増の反動から、前年同月比で大幅にマイナスとなったものの、４月、５月は消費増税直後の買い控えによる大幅減

の反動や川崎店の閉店セールが好調に推移したことにより、前年同月比で大幅にプラスとなりました。特に５月は、

川崎店の閉店にあたり多くのお客様にご来店いただき、閉店セール期間の売上高が計画を上回る実績となったこと

から、当社全体の売上高増加に寄与いたしました。

一方、ローコストオペレーションを更に推進するため、聖域を設けずに経費削減に取り組み、収益向上に努めま

した。

当第１四半期連結累計期間において実施した新中期経営計画に基づく施策といたしましては、横須賀店において

リモデルを実施し、有力テナントの導入を中心に、一部ブランド入れ替えを伴った部分改装をおこなうとともに、

藤沢店におきましても新規テナントの導入を実施し、顧客層の拡大を図りました。また、横須賀店の移動販売車に

よる「御用聞き営業」も浸透しつつあり、地域のお客様から高い評価をいただいております。今後も、外商担当者

の増員や売場担当者の研修強化などにより、地域に密着した営業体制の強化を図ってまいります。

以上のような施策を積極的に展開した結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は前年同四半期比増収増益と

なり、売上高は9,279百万円（前年同四半期比102.8%）、営業利益は390百万円（前年同四半期比320.9%）、経常利益

は361百万円（前年同四半期比637.0%）、四半期純利益は255百万円（前年同四半期比610.1%）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産については22,094百万円となり、前連結会計年度末に比べ324

百万円増加しました。これは主に、川崎店の閉店セールによる現金及び預金ならびに売掛金の増加等によるもので

す。負債については、前連結会計年度末に比べて70百万円増加し15,422百万円となりました。純資産については、

前連結会計年度末に比べて254百万円増加し6,671百万円となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期連結累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194百万円増加し3,060百

万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、405百万円の収入（前年同四半期比274百万円の収入の減少）となりまし

た。主な増加項目は、仕入債務の増加額798百万円および税金等調整前四半期純利益343百万円ならびにたな卸資産

の減少額299百万円等であり、主な減少項目は、売上債権の増加額517百万円および法人税等の支払額259百万円等に

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、90百万円の支出（前年同四半期比89百万円の支出の減少）となりました。

主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出83百万円および長期前払費用の取得による支出46百万円等による

ものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、120百万円の支出（前年同四半期比88百万円の支出の減少）となりまし

た。主な減少項目は、長期借入金の純減少額95百万円等によるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第１四半期連結累計期間の業績等に基づき検討した結果、平成27年４月10日に公表いたしました第２四半期連

結累計期間および通期の連結業績予想に変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

決算短信 （宝印刷）  2015年07月10日 13時25分 6ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社さいか屋(8254) 平成28年２月期 第１四半期決算短信

－ 5 －

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)

前連結会計年度
(平成27年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,866,029 3,060,110

売掛金 726,136 1,244,067

商品 1,425,881 1,129,936

貯蔵品 43,686 40,425

その他 253,316 281,392

貸倒引当金 △10 △10

流動資産合計 5,315,041 5,755,923

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,872,542 5,771,392

土地 7,007,204 7,007,204

リース資産（純額） 251,691 233,976

その他（純額） 78,617 74,608

有形固定資産合計 13,210,055 13,087,183

無形固定資産

その他 91,270 83,489

無形固定資産合計 91,270 83,489

投資その他の資産

投資有価証券 380,139 375,285

敷金及び保証金 2,077,942 2,068,442

破産更生債権等 15,211 14,886

その他 693,577 722,264

貸倒引当金 △13,190 △13,300

投資その他の資産合計 3,153,679 3,167,578

固定資産合計 16,455,005 16,338,250

資産合計 21,770,046 22,094,174
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 40,552 35,119

買掛金 2,767,485 3,571,297

短期借入金 24,000 24,000

1年内返済予定の長期借入金 429,470 445,560

未払法人税等 291,035 99,870

商品券 1,113,076 1,049,100

賞与引当金 35,490 38,652

商品券回収損引当金 621,705 615,075

ポイント引当金 68,080 72,609

店舗閉鎖損失引当金 279,322 291,184

その他 1,490,183 1,126,950

流動負債合計 7,160,401 7,369,419

固定負債

長期借入金 6,551,209 6,439,819

繰延税金負債 391,352 383,040

退職給付に係る負債 417,818 417,493

資産除去債務 219,125 220,053

リース債務 301,404 281,527

その他 311,628 311,628

固定負債合計 8,192,539 8,053,563

負債合計 15,352,940 15,422,983

純資産の部

株主資本

資本金 1,945,290 1,945,290

資本剰余金 1,637,078 1,637,078

利益剰余金 2,827,339 3,082,343

自己株式 △41,988 △42,124

株主資本合計 6,367,719 6,622,588

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 49,386 48,602

その他の包括利益累計額合計 49,386 48,602

純資産合計 6,417,106 6,671,190

負債純資産合計 21,770,046 22,094,174
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年５月31日)

売上高 9,029,619 9,279,970

売上原価 7,021,471 7,332,702

売上総利益 2,008,147 1,947,268

販売費及び一般管理費 1,886,319 1,556,316

営業利益 121,827 390,951

営業外収益

受取利息及び配当金 384 222

受取手数料 1,418 1,465

保険解約返戻金 - 13,292

商品券回収損引当金戻入額 15,227 -

その他 1,884 2,031

営業外収益合計 18,914 17,012

営業外費用

支払利息 65,331 37,827

商品券等整理損 18,398 8,286

その他 297 553

営業外費用合計 84,027 46,667

経常利益 56,714 361,296

特別損失

固定資産除却損 17,334 5,022

店舗閉鎖損失 - 12,612

特別損失合計 17,334 17,634

税金等調整前四半期純利益 39,380 343,661

法人税、住民税及び事業税 1,952 92,750

法人税等調整額 △4,369 △4,093

法人税等合計 △2,417 88,656

少数株主損益調整前四半期純利益 41,797 255,004

四半期純利益 41,797 255,004
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 41,797 255,004

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,898 △784

その他の包括利益合計 △7,898 △784

四半期包括利益 33,899 254,220

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 33,899 254,220

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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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１四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年５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 39,380 343,661

減価償却費 261,210 161,978

貸倒引当金の増減額（△は減少） △60 110

商品券回収損引当金の増減額（△は減少） △15,227 △6,630

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,037 3,161

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,397 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - △324

ポイント引当金の増減額（△は減少） 23,988 4,529

受取利息及び受取配当金 △384 △222

支払利息 65,331 37,827

店舗閉鎖損失 - 12,612

固定資産除却損 17,334 5,022

売上債権の増減額（△は増加） △99,309 △517,931

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,981 299,206

仕入債務の増減額（△は減少） 392,134 798,379

その他 135,710 △418,137

小計 801,561 723,242

利息及び配当金の受取額 277 112

利息の支払額 △81,647 △58,311

訴訟関連損失の支払額 △28,783 -

法人税等の支払額 △11,560 △259,886

営業活動によるキャッシュ・フロー 679,847 405,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 70,000 -

有形固定資産の取得による支出 △85,586 △83,954

無形固定資産の取得による支出 △40,354 △995

投資有価証券の取得による支出 △148 △149

差入保証金の差入による支出 △81,938 -

差入保証金の回収による収入 4,426 9,500

長期前払費用の取得による支出 △46,628 △46,628

その他 - 31,233

投資活動によるキャッシュ・フロー △180,228 △90,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 - 234,166

長期借入金の返済による支出 △184,550 △329,466

リース債務の返済による支出 △23,675 △24,647

その他 △86 △135

財務活動によるキャッシュ・フロー △208,312 △120,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 291,306 194,081

現金及び現金同等物の期首残高 1,376,123 2,866,029

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,667,430 3,060,110
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成26年３月１日 至平成26年５月31日）

　 当社グループは、百貨店業単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成27年３月１日 至平成27年５月31日）

　 当社グループは、百貨店業単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
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４．補足情報

（１）連結売上高の内訳

　 前第１四半期 当第１四半期

前年増減・対比
　

（自 平成26年3月１日

至 平成26年5月31日）

（自 平成27年3月１日

至 平成27年5月31日）

　
売上高

（千円）

構成比

（％）

売上高

（千円）

構成比

（％）

前 年 増 減 額

（千円）

前年対比

（％）

㈱さいか屋 9,018,424 97.8 9,271,272 97.1 252,848 102.8

アルファトレンド㈱ 201,876 2.2 269,460 2.8 67,584 133.5

㈱さいか屋友の会 4,319 0.0 3,984 0.1 △334 92.2

小 計 9,224,620 100.0 9,544,718 100.0 320,097 103.5

内部売上高の消去 △195,001 ― △264,747 ― △69,746 135.8

合 計 9,029,619 ― 9,279,970 ― 250,351 102.8

　

（２）店別売上高（単体）

　 前第１四半期 当第１四半期

前年増減・対比
　

（自 平成26年3月１日

至 平成26年5月31日）

（自 平成27年3月１日

至 平成27年5月31日）

　
売上高
（千円）

構成比
（％）

売上高
（千円）

構成比
（％）

前年増減額
（千円）

前年対比
（％）

川崎店 2,672,425 30.6 3,625,376 39.7 952,951 135.7

横須賀店 2,395,073 27.4 2,143,730 23.5 △251,343 89.5

藤沢店 3,463,341 39.6 3,161,058 34.6 △302,283 91.3

町田ジョルナ 207,576 2.4 186,882 2.1 △20,694 90.0

本社 ― ― 7,129 0.1 7,129 ―

小 計 8,738,417 100.0 9,124,177 100.0 385,760 104.4

テナント及び手数料収入 280,006 ― 147,094 ― △132,912 52.5

合 計 9,018,424 ― 9,271,272 ― 252,848 102.8

　

（３）商品別売上高（単体）

　 前第１四半期 当第１四半期

前年対比・増減
　

（自 平成26年3月１日

至 平成26年5月31日）

（自 平成27年3月１日

至 平成27年5月31日）

　
売上高

（千円）

構成比

（％）

売上高

（千円）

構成比

（％）

前年増減額

（千円）

前年対比

（％）

衣料品 2,618,528 30.0 2,700,748 29.6 82,220 103.1

身回品 891,710 10.2 1,117,019 12.3 225,309 125.3

雑貨 1,411,750 16.2 1,626,593 17.8 214,842 115.2

家庭用品 306,160 3.5 372,258 4.1 66,098 121.6

食料品 2,794,693 32.0 2,611,552 28.6 △183,141 93.4

食堂・喫茶 326,789 3.7 319,307 3.5 △7,481 97.7

その他 388,784 4.4 376,697 4.1 △12,086 96.9

合 計 8,738,417 100.0 9,124,177 100.0 385,760 104.4

外商扱高 2,547,868 29.2 2,206,671 24.2
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