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1.  平成26年1月期第1四半期の連結業績（平成25年2月1日～平成25年4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 ％

26年1月期第1四半期 5,529 △3.1 52 △34.7 42 △38.8 17 △42.0
25年1月期第1四半期 5,706 1.6 81 △2.0 68 △0.8 29 79.7

（注）包括利益 26年1月期第1四半期 25百万円 （△9.7％） 25年1月期第1四半期 27百万円 （60.2％）

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

26年1月期第1四半期 1.80 ―
25年1月期第1四半期 3.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年1月期第1四半期 18,368 7,586 41.1
25年1月期 18,117 7,590 41.7
（参考） 自己資本   26年1月期第1四半期  7,551百万円 25年1月期  7,556百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

25年1月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
26年1月期 ―
26年1月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3. 平成26年 1月期の連結業績予想（平成25年 2月 1日～平成26年 1月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 11,333 0.5 143 4.9 120 1.6 △20 ― △2.16
通期 23,675 0.6 384 8.8 334 1.6 94 △35.9 9.86



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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 

(注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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、この四半期決算短信の開示時点において、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きは終了しております。 

※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の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。業績予想に関する事項につきましては、添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」を
ご覧下さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年1月期1Q 9,645,216 株 25年1月期 9,645,216 株
② 期末自己株式数 26年1月期1Q 63,179 株 25年1月期 61,675 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年1月期1Q 9,582,992 株 25年1月期1Q 9,587,563 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による金融緩和をはじめとする経済政策等

への期待感から、円安・株高基調に転じ、景気回復への明るい兆しが見られたものの、欧州諸国の債務

問題や新興国経済停滞等の下振れリスクが懸念され、依然として不透明な状況で推移しております。 

百貨店業界におきましては、株価上昇に伴う資産効果や景気回復への期待感による消費意欲の高まり

により、ラグジュアリーブランドや宝飾品・高級時計などの高額商材が好調に推移し、東京や大阪など

の大都市では連続して前年を上回るなど、緩やかな回復基調が見られるものの、雇用や所得環境の低

迷、消費税増税等の先行き不安など、小売業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続くものと思わ

れます。  

このような環境のもとで当社は、地域唯一の百貨店として、引き続き「真のお客さま第一」の実現に

全社を挙げて取り組んでまいりました。全従業員が「明るく、元気に、笑顔で」お客さまをお迎えし、

お客さまのご要望にお応えするためにできることを確実に実行してまいりました。 

お客さまが気持よくお買物や施設をご利用いただくため、本館７階の特設会場の改修や本館地階のお

客さま用化粧室の改修を行い、環境整備等の改善を図るとともに、ＭＤの変更による売場の移設等を積

極的に行い、品揃えの改善や売場活性化に努めてまいりました。イベント面におきましては、「駅弁＆

うまいものまつり」等の人気催事の開催により集客力の強化を図るとともに、バレンタイン企画の「シ

ョコラダムール」においては、人気商品の充実や新規ブランド導入に加え、売れ筋商品の欠品対策を図

るなど、売上の向上に努めてまいりました。 

以上の施策を積極的に展開したものの、波及効果は全館には蔓延しきれず、当第１四半期連結累計期

間の売上高は5,529百万円（前年同期比3.1％減）、営業利益は52百万円（前年同期比34.7％減）、経常

利益は42百万円（前年同期比38.8％減）、四半期純利益は17百万円（前年同期比42.0％減）となりまし

た。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、主に有形固定資産の増加により、前連結会計年度末に比べ

250百万円増加して、18,368百万円となりました。 

負債は、主に耐震工事に伴う短期借入金の増加により、前連結会計年度末に比べ254百万円増加して

10,782百万円となりました。 

純資産は、主に期末配当による利益剰余金の減少により、前連結会計年度末に比べ４百万円減少して

7,586百万円となりました。 

  

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、第２四半期連結累計期間及び通期の連結

業績予想につきましては、前回発表時（平成25年３月14日）の予想を変更しておりません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年２月

１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しておりま

す。この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 669,609 616,951

受取手形及び売掛金 976,482 875,294

商品 1,140,778 1,125,648

原材料及び貯蔵品 31,356 32,383

繰延税金資産 141,239 131,308

その他 68,085 76,687

貸倒引当金 △1,635 △3,813

流動資産合計 3,025,917 2,854,460

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,099,857 4,073,969

土地 9,530,076 9,530,076

その他（純額） 582,502 1,039,951

有形固定資産合計 14,212,437 14,643,997

無形固定資産 222,123 208,769

投資その他の資産   

投資有価証券 99,475 110,376

繰延税金資産 235,918 230,201

敷金及び保証金 176,689 176,469

その他 165,843 165,040

貸倒引当金 △20,666 △20,665

投資その他の資産合計 657,260 661,422

固定資産合計 15,091,822 15,514,189

資産合計 18,117,739 18,368,650

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,361,042 1,306,789

短期借入金 5,381,000 5,769,500

未払法人税等 40,922 10,320

商品券 700,520 688,940

賞与引当金 25,803 54,156

商品券回収損引当金 321,531 301,750

その他 1,597,407 1,571,725

流動負債合計 9,428,226 9,703,181

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 231,424 231,424

退職給付引当金 651,479 645,945

資産除去債務 30,057 30,190

長期預り保証金 78,405 78,405

その他 107,525 92,895

固定負債合計 1,098,893 1,078,862

負債合計 10,527,120 10,782,044
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,368,299 2,368,299

資本剰余金 2,916,697 2,916,697

利益剰余金 1,880,600 1,869,104

自己株式 △17,259 △17,559

株主資本合計 7,148,338 7,136,542

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △14,582 △7,540

土地再評価差額金 422,317 422,317

その他の包括利益累計額合計 407,735 414,777

少数株主持分 34,545 35,285

純資産合計 7,590,619 7,586,606

負債純資産合計 18,117,739 18,368,650
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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24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年４月30日) 

売上高 5,706,091 5,529,642

売上原価 4,371,220 4,240,740

売上総利益 1,334,870 1,288,902

その他の営業収入 44,938 47,142

営業総利益 1,379,808 1,336,044

販売費及び一般管理費 1,298,762 1,283,159

営業利益 81,046 52,885

営業外収益   

受取利息 86 79

保険事務手数料 345 330

その他 893 362

営業外収益合計 1,324 772

営業外費用   

支払利息 9,411 8,626

支払手数料 3,007 2,881

その他 1,163 75

営業外費用合計 13,582 11,582

経常利益 68,788 42,075

特別利益   

固定資産受贈益 15,621 1,687

特別利益合計 15,621 1,687

特別損失   

固定資産除却損 4,271 8,400

特別損失合計 4,271 8,400

税金等調整前四半期純利益 80,138 35,362

法人税、住民税及び事業税 8,236 5,576

法人税等調整額 41,414 11,789

法人税等合計 49,651 17,366

少数株主損益調整前四半期純利益 30,487 17,995

少数株主利益 719 740

四半期純利益 29,767 17,254
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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24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年４月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 30,487 17,995

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,748 7,042

その他の包括利益合計 △2,748 7,042

四半期包括利益 27,738 25,037

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 27,019 24,297

少数株主に係る四半期包括利益 719 740
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 該当事項はありません。   

 前第１四半期連結累計期間(自 平成24年２月１日 至 平成24年４月30日)及び当第１四半期連結累

計期間(自 平成25年２月１日 至 平成25年４月30日) 

当社グループの報告セグメントは、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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）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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