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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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業業績や雇用・所得環境に改善の動きが見られるなど、緩

やかな回復基調が続いてはいるものの、個人消費につきましては節約志向の高まりや天候不順による外的要因などか

ら、引き続き停滞感が見受けられ依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

こうした環境下において、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、インバウンド需

要の頭打ち感に加え、主力である衣料品の不振が続いており、取り巻く環境は厳しい状況で推移いたしました。

こうした中、当社は業績の向上と経営の効率化に向けて、継続的な売場体制の整備と販促イベントの充実をはじめ

とする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、139億４千２

百万円（前年同期比89.9%）となり、利益面につきましても、営業損失３億７千２百万円（前年同期は営業損失２億２

千２百万円）、経常損失４億５千７百万円（前年同期は経常損失３億２千２百万円）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２億９千７百万円を計上いたしました結果、当第３四半期連結累計期間の親会社

株主に帰属する四半期純損失は７億７百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失２億２千万円）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、１００円ショップ「セリア」をはじめ、食品売場に地元の人気店を導入するなど売場

の鮮度の維持及び活性化に努めるとともに、多様化するニーズに対応すべく、美と健康をテーマとしたビューティ

セレクトゾーンを開設するなど、積極的に売場体制の整備に取り組んでまいりました。また販促イベントの充実を

図るなど、集客力の強化による売上高の向上にも努めてまいりました。しかしながら、主力の衣料品の不振などに

より、百貨店業の売上高は118億７千９百万円（前年同期比88.3％）となりました。利益面につきましても、営業損

失５億１千３百万円（前年同期は営業損失３億２千万円）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ましたが、売上高は12億円（前年同期比95.4％）となり、

営業利益については３億９千万円（前年同期比107.9％）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８億６

千３百万円（前年同期比107.4％）となりましたが、営業損失０百万円（前年同期は営業損失２千３百万円）という

結果となりました。

（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８千５百万円減少し、433億３千８百万円とな

りました。これは流動資産が２億１千４百万円増加し、固定資産が２億９千６百万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、受取手形及び売掛金が３億３千６百万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、有形固定資産が除却及び減価償却等により２億９千１百万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４億３千万円増加し、240億３千５百万円と

なりました。これは流動負債が８億６千９百万円増加し、固定負債が４億３千８百万円減少したことによります。

流動負債の増加については、短期借入金が６億円増加及びその他に含まれている設備支払手形が１億７千５百万円

増加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１億８千万円減少し、再評価に係る繰延

税金負債が１億８千１百万円減少したことなどによります。

（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５億１千５百万円減少し、193億２百万円

となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純損失７億７百万円により利益剰余金が減少し、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１億８千１百万円増加したことなどによります。
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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

業績予想に関しましては、平成28年10月４日に公表いたしました「第２四半期業績予想と実績値との差異及び通

期業績予想の修正に関するお知らせ」より変更はありません。

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

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25

年９月13日）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表

示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っており

ます。

（４）追加情報

（法人税等の税率の変更による影響）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以降に開始する連結会計年度から法

人税率等の引下げ等が行わ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日から平成31年２月28日まで 30.7％

　平成31年３月１日以降 30.5％

　この変更により、固定負債の繰延税金負債が60百万円、再評価に係る繰延税金負債が181百万円、法人税等調

整額が60百万円それぞれ減少し、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181百万円それぞれ

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28年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,136 1,025

受取手形及び売掛金 402 739

商品 406 363

その他 564 596

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 2,505 2,720

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,150 6,875

土地 30,433 30,433

その他（純額） 196 179

有形固定資産合計 37,781 37,489

無形固定資産

のれん 1,091 1,029

その他 68 64

無形固定資産合計 1,160 1,094

投資その他の資産

投資有価証券 1,692 1,737

その他 280 297

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,972 2,034

固定資産合計 40,913 40,617

繰延資産 4 0

資産合計 43,423 43,338

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,505 1,451

短期借入金 2,400 3,000

1年内返済予定の長期借入金 3,512 3,565

1年内償還予定の社債 165 60

未使用商品券等引当金 217 203

その他の引当金 33 54

その他 2,294 2,661

流動負債合計 10,127 10,996

固定負債

長期借入金 6,399 6,218

再評価に係る繰延税金負債 3,636 3,454

退職給付に係る負債 461 466

その他 2,981 2,899

固定負債合計 13,478 13,039

負債合計 23,605 24,035
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28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 23 △683

自己株式 △117 △117

株主資本合計 12,134 11,426

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 26 32

土地再評価差額金 7,691 7,872

退職給付に係る調整累計額 △34 △28

その他の包括利益累計額合計 7,683 7,876

純資産合計 19,817 19,302

負債純資産合計 43,423 43,338

決算短信 （宝印刷）  2017年01月03日 18時24分 5ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社丸栄(8245) 平成29年２月期 第３四半期決算短信

6

（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27年３月１日
　至 平成27年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年11月30日)

売上高 15,511 13,942

売上原価 12,328 11,027

売上総利益 3,183 2,915

販売費及び一般管理費 3,406 3,287

営業損失（△） △222 △372

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 6 21

持分法による投資利益 51 46

売場改装協力金 17 7

その他 17 12

営業外収益合計 95 90

営業外費用

支払利息 141 133

その他 54 41

営業外費用合計 195 175

経常損失（△） △322 △457

特別利益

投資有価証券売却益 51 0

特別利益合計 51 0

特別損失

固定資産除却損 40 296

その他 - 0

特別損失合計 40 297

税金等調整前四半期純損失（△） △311 △754

法人税等 △90 △47

四半期純損失（△） △220 △707

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △220 △707
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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27年３月１日
　至 平成27年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年11月30日)

四半期純損失（△） △220 △707

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 5

土地再評価差額金 362 181

退職給付に係る調整額 27 5

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 390 192

四半期包括利益 169 △514

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 169 △514

非支配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27年３月１日 至 平成27年11月30日)

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。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成28年３月１日 至 平成28年11月30日)

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 11,879 1,200 13,079 863 13,942 ― 13,942

セグメント間の内部
売上高又は振替高

8 109 118 572 690 △690 ―

計 11,887 1,310 13,197 1,435 14,633 △690 13,942

セグメント利益又は損失(△) △513 390 △122 △0 △122 △249 △372

（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△249百万円には、セグメント間取引消去２百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△251百万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。
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