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(百万円未満切捨て)

１．2020年２月期第２四半期の連結業績（2019年３月１日～2019年８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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年２月期第２四半期 9,176 △4.6 △1 ― △65 ― △66 ―

2019年２月期第２四半期 9,619 △2.5 △20 ― △88 ― △98 ―
(注) 包括利益 2020年２月期第２四半期 △55百万円( ―％) 2019年２月期第２四半期 △98百万円( ―％)
　

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

2020年２月期第２四半期 △21.39 ―

2019年２月期第２四半期 △31.45 ―
　

(注)1.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失で
あるため、記載しておりません。

　

（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 ％

2020年２月期第２四半期 11,588 1,337 11.5

2019年２月期 11,505 1,393 12.1
(参考) 自己資本 2020年２月期第２四半期 1,337百万円 2019年２月期 1,393百万円
　　

　

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

2019年２月期 ― ― ― 0.00 0.00

2020年２月期 ― ―

2020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
　　

　

３．2020年２月期の連結業績予想（2019年３月１日～2020年２月29日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属す

る当期純利益
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 19,100 △1.5 125 ― 5 ― 5 ― 1.60
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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) 2020年２月期２Ｑ 3,135,314株 2019年２月期 3,135,314株

② 期末自己株式数 2020年２月期２Ｑ 15,216株 2019年２月期 15,107株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年２月期２Ｑ 3,120,174株 2019年２月期２Ｑ 3,120,310株
　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です
※ 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「連結業績予想な
どの将来予測情報に関する説明」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２四半期連結累計期間（2019年３月１日～2019年８月31日）におけるわが国経済は、輸出を中心に弱さが続

いているものの、各種政策の効果もあって、緩やかな回復基調が続いており、雇用・所得環境も着実に改善してお

ります。また、消費者物価は、緩やかに上昇しており、個人消費については、総じてみれば持ち直しの動きがあり、

緩やかな回復基調が続いております。

百貨店業界におきましては、６月・７月の低温多雨、長梅雨などの影響により、主力の衣料品を中心とした夏物

商材が苦戦するなど、地方では依然厳しい状況が続いております。

このような状況の下、当社におきましては、2018年２月期を初年度とする３年間の中期経営計画を策定し、「営

業力の強化」、「CS徹底の推進」、「財務基盤の強化」の３つの基本戦略に対応するとともに、2019年５月21日開

示の「2020年２月期計画」実現に向け施策実行に全社を挙げて取り組んでまいりました。

「営業力の強化」におきましては、営業店では、「店頭販売力の強化」「食品強化によるデイリーユース商材の

拡大」を継続的に推進するとともに、藤沢店では、2019年８月に「ネイルズユニーク」「資生堂ビューティーサロ

ン」を導入しました。外商部門では第１四半期で実施した「さいか屋カードポイント付与率アップ」「横須賀店で

の外商サロンの新設」などの外商顧客ロイヤリティー向上施策を有効活用し、顧客接点の拡大に伴う売上高増に取

り組みました。また、EC部門におきましては、中元ギフトのECサイトのデザインを刷新するなど、お買物しやすい

ECサイト構築をおこないました。その結果、地元銘菓の販売が好調に推移するなど、EC売上高は前年に対し２桁の

伸びを示しました。

上記営業施策に取り組んだ結果、藤沢店・横須賀店では、入店客数が、第１四半期に引続き当第２四半期も前年

並みの結果となりました。入店客数におきましては、マイナス傾向が解消しており、今後更なる集客施策をおこな

うことにより、入店客数を増加させてまいります。また、川崎店では、当第２四半期累計期間（前年同期比100.9

％）で売上高が前年実績を上回りました。しかしながら、当第２四半期では、百貨店業界の傾向同様に、６月・７

月の低温多雨、長梅雨の影響もあり、全店舗で予測した売上高を下回る結果となりました。

一方、「財務基盤の強化」は、第１四半期で実施した施策を当第２四半期におきましても継続的に推進いたしま

した。人件費について、役員報酬の見直しなどをおこなったほか、効率的な要員配置をすすめ、定年退職者をはじ

めとした退職者の補充を最小限に留めた結果、前年同期比で約83百万円削減となりました。また、外部委託業務の

仕様見直しによる委託費の削減については計画通り実施しました。これらの施策の実施により、当第２四半期の販

売費及び一般管理費は、前年同期比で約120百万円削減となり、費用の削減については「2020年２月期計画」に沿っ

て進捗しております。

「CS徹底の推進」におきましては、従来から推進しているCSプロジェクトについて、全社一丸となって継続的に

取り組んでおります。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は9,176百万円（前年同期と比べ442百万円

の減収）、営業損失１百万円（前年同期は営業損失20百万円）、経常損失65百万円（前年同期は経常損失88百万

円）、親会社株主に帰属する四半期純損失66百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失98百万円）と

なりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産については11,588百万円となり、前連結会計年度末に比べ83

百万円増加しました。負債については、前連結会計年度末に比べて139百万円増加し10,251百万円となりました。純

資産については、前連結会計年度末に比べて55百万円減少し1,337百万円となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四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162百万円増加し678百万

円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、116百万円の収入（前年同期は55百万円の支出）となりました。主な増加

項目は、減価償却費194百万円等であり、主な減少項目は、税金等調整前四半期純損失67百万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、115百万円の支出（前年同期比10百万円の支出の減少）となりました。主

な減少項目は、長期前払費用の取得による支出93百万円等によるものであります。
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財務活動によるキャッシュ・フローは、161百万円の収入（前年同期比114百万円の収入の増加）となりました。

主な増加項目は短期借入金の純増額400百万円等であり、主な減少項目は、長期借入金の返済による支出228百万円

等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期連結累計期間の業績等に基づき検討した結果、2019年４月11日に公表いたしました2020年２月期通

期の業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 516,016 678,077

売掛金 449,419 463,927

商品 554,252 534,685

貯蔵品 36,743 37,475

その他 155,499 192,324

流動資産合計 1,711,930 1,906,489

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,220,648 3,621,403

土地 4,563,718 4,563,718

リース資産（純額） 43,218 31,632

その他（純額） 18,616 19,260

有形固定資産合計 7,846,201 8,236,015

無形固定資産

その他 9,577 7,430

無形固定資産合計 9,577 7,430

投資その他の資産

投資有価証券 347,708 363,834

敷金及び保証金 951,128 955,588

破産更生債権等 12,698 12,670

長期前払費用 576,136 57,099

その他 61,970 61,970

貸倒引当金 △12,160 △12,160

投資その他の資産合計 1,937,482 1,439,003

固定資産合計 9,793,262 9,682,448

資産合計 11,505,192 11,588,938
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 29,770 29,423

買掛金 1,341,205 1,396,053

短期借入金 700,000 1,100,000

1年内返済予定の長期借入金 454,799 228,500

未払法人税等 15,734 12,510

商品券 673,161 666,047

賞与引当金 38,532 19,410

商品券回収損引当金 648,075 643,350

ポイント引当金 32,136 42,012

その他 638,496 577,611

流動負債合計 4,571,910 4,714,917

固定負債

長期借入金 4,554,930 4,553,100

繰延税金負債 143,627 144,732

退職給付に係る負債 425,920 417,401

資産除去債務 152,349 156,029

リース債務 7,779 1,925

その他 255,424 263,324

固定負債合計 5,540,031 5,536,514

負債合計 10,111,942 10,251,431

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 △2,186,211 △2,252,948

自己株式 △42,985 △43,020

株主資本合計 1,353,172 1,286,401

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 40,077 51,105

その他の包括利益累計額合計 40,077 51,105

純資産合計 1,393,250 1,337,506

負債純資産合計 11,505,192 11,588,938
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年３月１日
　至 2018年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
　至 2019年８月31日)

売上高 9,619,703 9,176,729

売上原価 7,558,349 7,216,684

売上総利益 2,061,354 1,960,045

販売費及び一般管理費 2,082,306 1,961,589

営業損失（△） △20,952 △1,543

営業外収益

受取利息 72 65

受取配当金 2,609 2,635

その他 2,061 1,575

営業外収益合計 4,744 4,276

営業外費用

支払利息 58,348 58,557

その他 14,359 10,127

営業外費用合計 72,708 68,684

経常損失（△） △88,916 △65,951

特別損失

固定資産除却損 2,043 1,389

投資有価証券評価損 8,023 273

特別損失合計 10,066 1,662

税金等調整前四半期純損失（△） △98,982 △67,614

法人税、住民税及び事業税 3,551 2,879

法人税等調整額 △4,389 △3,757

法人税等合計 △837 △877

四半期純損失（△） △98,144 △66,737

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △98,144 △66,737
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年３月１日
　至 2018年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
　至 2019年８月31日)

四半期純損失（△） △98,144 △66,737

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △771 11,028

その他の包括利益合計 △771 11,028

四半期包括利益 △98,916 △55,708

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △98,916 △55,708

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年３月１日
　至 2018年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
　至 2019年８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損失（△） △98,982 △67,614

減価償却費 199,700 194,828

貸倒引当金の増減額（△は減少） 130 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 745 △19,122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 17,302 △8,518

商品券回収損引当金の増減額（△は減少） △902 △4,725

ポイント引当金の増減額（△は減少） 7,511 9,876

受取利息及び受取配当金 △2,682 △2,700

支払利息 58,348 58,557

投資有価証券評価損益（△は益） 8,023 273

固定資産除却損 2,043 1,389

売上債権の増減額（△は増加） △21,705 △14,508

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,806 18,834

仕入債務の増減額（△は減少） 47,915 54,500

未払消費税等の増減額（△は減少） △82,206 3,239

未払費用の増減額（△は減少） △6,071 88,793

商品券の増減額（△は減少） △6,242 △7,114

その他 △122,220 △131,673

小計 8,513 174,315

利息及び配当金の受取額 2,682 2,700

利息の支払額 △58,761 △59,353

法人税等の支払額 △7,932 △5,568

法人税等の還付額 166 4,426

営業活動によるキャッシュ・フロー △55,330 116,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △38,614 △17,112

無形固定資産の取得による支出 △657 －

投資有価証券の取得による支出 △486 △507

差入保証金の差入による支出 △9,000 △28,814

差入保証金の回収による収入 16,275 24,340

長期前払費用の取得による支出 △93,494 △93,494

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,977 △115,588

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） 300,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △194,380 △228,129

リース債務の返済による支出 △58,608 △10,187

その他 △45 △553

財務活動によるキャッシュ・フロー 46,965 161,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △134,342 162,061

現金及び現金同等物の期首残高 655,188 516,016

現金及び現金同等物の四半期末残高 520,845 678,077
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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。
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３．補足情報

（１）連結売上高の内訳

前第２四半期 当第２四半期

前年増減・対比
　

（自 2018年3月１日

至 2018年8月31日）

（自 2019年3月１日

至 2019年8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 9,610,654 95.7 9,171,851 95.9 △438,802 95.4

アルファトレンド㈱ 422,175 4.2 386,537 4.0 △35,637 91.6

㈱さいか屋友の会 7,784 0.1 7,460 0.1 △324 95.8

小 計 10,040,614 100.0 9,565,850 100.0 △474,764 95.3

内部売上高の消去 △420,910 ― △389,120 ― 31,790 ―

合 計 9,619,703 ― 9,176,729 ― △442,973 95.4

（２）店別売上高（単体）

　 前第２四半期 当第２四半期

前年増減・対比
　

（自 2018年3月１日

至 2018年8月31日）

（自 2019年3月１日

至 2019年8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
（％）

藤沢店 5,283,821 56.6 5,109,165 57.4 △174,656 96.7

横須賀店 3,526,135 37.8 3,267,367 36.7 △258,768 92.7

川崎店 508,783 5.4 513,243 5.8 4,460 100.9

町田ジョルナ 22,620 0.2 10,014 0.1 △12,605 44.3

小 計 9,341,360 100.0 8,899,791 100.0 △441,569 95.3

テナント及び手数料収入 269,293 ― 272,060 ― 2,767 101.0

合 計 9,610,654 ― 9,171,851 ― △438,802 95.4

（３）商品別売上高（単体）

　 前第２四半期 当第２四半期

前年対比・増減
　

（自 2018年3月１日

至 2018年8月31日）

（自 2019年3月１日

至 2019年8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 2,453,083 26.2 2,393,824 26.9 △59,259 97.6

身回品 912,092 9.8 879,408 9.9 △32,684 96.4

雑貨 1,632,068 17.5 1,454,445 16.3 △177,623 89.1

家庭用品 242,709 2.6 221,289 2.5 △21,420 91.2

食料品 3,594,411 38.5 3,484,293 39.1 △110,117 96.9

食堂・喫茶 241,511 2.6 220,141 2.5 △21,370 91.2

その他 265,485 2.8 246,390 2.8 △19,095 92.8

合 計 9,341,360 100.0 8,899,791 100.0 △441,569 95.3
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