




株式会社丸栄(8245) 平成28年２月期 第３四半期決算短信

1

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 3

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……………………………………………………………… 3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………… 3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………… 3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………… 3

（４）追加情報 ……………………………………………………………………………………………… 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及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………… 6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………… 8

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………… 8

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………… 8

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………… 8

決算短信 （宝印刷）  2015年12月29日 19時30分 1ページ （Tess 1.40 20131220_01）



株式会社丸栄(8245) 平成28年２月期 第３四半期決算短信

2

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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の財政政策並びに日銀の金融政策を背景に、企業収益や

雇用情勢が改善するなど、緩やかな回復基調で推移する一方で、食料品の値上げの影響などによる個人消費の停滞感

の拡大や、中国における経済成長率の鈍化をはじめとする新興国経済の混乱などもあり、依然として不安定な状況で

推移いたしました。

こうした状況のもと、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、引き続き伸長を続け

るインバウンドの活況にある大都市店舗は好調に推移した一方、地方店舗は足踏みが続いている状況であり、化粧品

や雑貨類などの商品群は堅調を持続しているものの、主力の衣料品をはじめ全体的には動きが不安定であり、取り巻

く環境は引続き厳しいものとなっています。

そのような中、当社は創業４００周年を記念した催事・イベントの開催や、婦人服フロアのリニューアルなど、集

客力の強化と売場の鮮度維持に主眼を置いた営業諸施策を推し進めてまいりましたが、当第３四半期連結累計期間の

当社グループの売上高は、155億１千１百万円（前年同期比92.9％）となり、利益面につきましても、営業損失２億

２千２百万円（前年同期は営業損失４千２百万円）、経常損失３億２千２百万円（前年同期は経常損失１億３千５百

万円）と大変厳しい結果となりました。特別損失として固定資産除却損など４千万円を計上し、また、法人税等の税

率の変更などにより法人税等調整額が９千７百万円減少した結果、２億２千万円の四半期純損失（前年同期は３億２

千万円の四半期純損失）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

①百貨店業

百貨店業におきましては、引き続き新ショップの導入による売場の鮮度の維持及び活性化に努めるとともに、創

業４００周年の機を捉え、全館で実施した販売催事や新規物産展を積極的に開催するなど、継続的に集客力の強化

に取り組み、売上高の向上に努めてまいりました。

しかしながら、ヤングレディスを中心とした主力の衣料品の不振などにより、百貨店業の売上高は134億４千８百

万円（前年同期比91.9％）となりました。利益面につきましても、営業損失３億２千万円（前年同期は営業損失１

億７千８百万円）となりました。

②不動産賃貸業

不動産賃貸業におきましては、空室率の低減に取り組み、売上高は12億５千８百万円（前年同期比98.3％）、営

業利益については３億６千２百万円（前年同期比88.8％）となりました。

③その他

その他におきましては、運送業、清掃業及び百貨店店舗内において友の会事業を運営しており、売上高は８億４

百万円（前年同期比102.5％）、営業損失２千３百万円（前年同期は営業損失２千７百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ８億円減少し、442億５千８百万円となりま

した。これは流動資産が５億９千７百万円増加し、一方、固定資産が13億９千４百万円減少したことなどによりま

す。流動資産の増加については、現金及び預金が１億８千１百万円増加し、また、受取手形及び売掛金が３億９千

８百万円増加したことなどによります。固定資産の減少については、減価償却等により有形固定資産が４億６百万

円減少し、また、投資有価証券が売却等により８億６千５百万円減少したことなどによります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ９億２千５百万円減少し、241億１千２百

万円となりました。これは流動負債が１億７千万円増加し、一方、固定負債が10億９千５百万円減少したことによ

ります。流動負債の増加については、支払手形及び買掛金が１億２千９百万円増加及び短期借入金が３億円増加

し、一方、１年内返済予定の長期借入金が２億９千７百万円減少したことなどによります。固定負債の減少につい

ては、長期借入金が５億３千７百万円減少及び再評価に係る繰延税金負債が３億６千２百万円減少したことなどに

よります。
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（純資産）

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億２千５百万円増加し、201億４千５

百万円となりました。これは主に四半期純損失２億２千万円により減少し、再評価に係る繰延税金負債の取崩しに

より土地再評価差額金が３億６千２百万円増加したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想に関しましては、平成27年10月６日に公表いたしました「平成28年２月期第２四半期決算短信」の業績

予想から変更いたしております。詳細につきましては、本日公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。

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

（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見積実効税率を乗じて計算しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日公表分。

以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ

られた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職

給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を、従業

員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額

を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が43百万円増加し、利益剰余金が43百万円

減少しております。なお、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（４）追加情報

（法人税等の税率の変更による影響）

　平成27年３月31日に「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第２号）及び「所得税法等の一部を

改正する法律」（平成27年法律第９号）が公布され、平成27年４月１日以降開始する連結会計年度より法人税率

が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率

は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。

　平成28年２月29日まで 35.3％

　平成28年３月１日から平成29年２月28日まで 32.8％

　平成29年３月１日以降 32.1％

　この変更により、固定負債の繰延税金負債が98百万円、再評価に係る繰延税金負債が362百万円、法人税等が

98百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が0百万円、土地再評価差額金が362百万円それぞれ増加し

ております。
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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)

前連結会計年度
(平成27年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,116 1,297

受取手形及び売掛金 462 861

商品 393 367

その他 594 634

貸倒引当金 △8 △4

流動資産合計 2,558 3,156

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,670 7,300

土地 30,433 30,433

その他（純額） 238 201

有形固定資産合計 38,342 37,936

無形固定資産

のれん 1,175 1,112

その他 78 71

無形固定資産合計 1,254 1,183

投資その他の資産

投資有価証券 2,553 1,688

その他 340 288

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 2,893 1,976

固定資産合計 42,490 41,096

繰延資産 9 5

資産合計 45,058 44,258

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,598 1,727

短期借入金 1,800 2,100

1年内返済予定の長期借入金 3,843 3,546

1年内償還予定の社債 210 195

未使用商品券等引当金 249 228

その他の引当金 36 64

その他 2,454 2,501

流動負債合計 10,192 10,362

固定負債

社債 165 60

長期借入金 7,276 6,739

再評価に係る繰延税金負債 3,998 3,636

退職給付に係る負債 432 465

その他 2,974 2,849

固定負債合計 14,846 13,750

負債合計 25,038 24,112
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年11月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 9,937 9,937

資本剰余金 2,290 2,290

利益剰余金 631 367

自己株式 △115 △117

株主資本合計 12,744 12,478

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 26 27

土地再評価差額金 7,328 7,691

退職給付に係る調整累計額 △79 △52

その他の包括利益累計額合計 7,275 7,666

純資産合計 20,020 20,145

負債純資産合計 45,058 44,258
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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26年３月１日
　至 平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年11月30日)

売上高 16,693 15,511

売上原価 13,196 12,328

売上総利益 3,497 3,183

販売費及び一般管理費 3,539 3,406

営業損失（△） △42 △222

営業外収益

受取利息 2 3

持分法による投資利益 42 51

売場改装協力金 52 17

その他 31 23

営業外収益合計 129 95

営業外費用

支払利息 159 141

その他 62 54

営業外費用合計 222 195

経常損失（△） △135 △322

特別利益

投資有価証券売却益 - 51

特別利益合計 - 51

特別損失

固定資産除却損 177 40

その他 1 -

特別損失合計 179 40

税金等調整前四半期純損失（△） △314 △311

法人税等 5 △90

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △320 △220

四半期純損失（△） △320 △220
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四半期連結包括利益計算書

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26年３月１日
　至 平成26年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △320 △220

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 7 0

土地再評価差額金 - 362

退職給付に係る調整額 - 27

持分法適用会社に対する持分相当額 0 0

その他の包括利益合計 8 390

四半期包括利益 △312 169

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △312 169

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）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３四半期連結累計期間(自 平成26年３月１日 至 平成26年11月30日)

１．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

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)3百貨店業

不動産
賃貸業

計

売上高

外部顧客への売上高 14,628 1,280 15,909 784 16,693 ― 16,693

セグメント間の内部
売上高又は振替高

8 107 116 448 565 △565 ―

計 14,637 1,388 16,025 1,233 17,258 △565 16,693

セグメント利益又は損失(△) △178 407 229 △27 202 △244 △42

（注）１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業、清掃業及び友の会事業等

を含んでおります。

２. セグメント利益又は損失(△)の調整額△244百万円には、セグメント間取引消去４百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△249百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門における

費用等であります。

３. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成27年３月１日 至 平成27年11月30日)

１．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

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)3百貨店業

不動産
賃貸業

計

売上高

外部顧客への売上高 13,448 1,258 14,707 804 15,511 ― 15,511

セグメント間の内部
売上高又は振替高

8 107 116 393 509 △509 ―

計 13,457 1,366 14,823 1,197 16,020 △509 15,511

セグメント利益又は損失(△) △320 362 42 △23 18 △241 △222

（注）１. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業、清掃業及び友の会事業等

を含んでおります。

２. セグメント利益又は損失(△)の調整額 △241百万円には、セグメント間取引消去４百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△245百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門における

費用等であります。

３. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更した

ことに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更しております。

　なお、この変更による当第３四半期連結累計期間のセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。
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