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1.  平成25年1月期第3四半期の連結業績（平成24年2月1日～平成24年10月31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 ％

25年1月期第3四半期 16,917 △1.7 193 △20.0 164 △20.0 55 △33.4
24年1月期第3四半期 17,213 0.3 242 19.2 205 22.2 83 △0.0

（注）包括利益 25年1月期第3四半期 51百万円 （△35.8％） 24年1月期第3四半期 80百万円 （―％）

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

25年1月期第3四半期 5.76 ―
24年1月期第3四半期 8.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年1月期第3四半期 18,725 7,493 39.8
24年1月期 18,149 7,471 41.0
（参考） 自己資本   25年1月期第3四半期  7,460百万円 24年1月期  7,437百万円

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

24年1月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年1月期 ― 0.00 ―
25年1月期（予想） 3.00 3.00

3. 平成25年 1月期の連結業績予想（平成24年 2月 1日～平成25年 1月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 24,071 0.6 440 14.6 325 1.1 134 47.3 13.99



(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 

(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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年1月期3Q 9,645,216 株 24年1月期 9,645,216 株
② 期末自己株式数 25年1月期3Q 60,877 株 24年1月期 57,533 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年1月期3Q 9,586,061 株 24年1月期3Q 9,588,340 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等により緩やかな回

復基調が見られたものの、欧州の債務危機による海外経済の低迷や金融不安、長引く円高基調の影響に

より、景気の先行きは依然として不透明なまま推移いたしました。 

百貨店業界におきましては、昨年の東日本大震災の影響の反動から、３月、４月の全国百貨店の売上

高は前年実績を上回ったものの、その後は大型台風の上陸や豪雨災害等の全国的な天候不順によって集

客に影響を受けた他、夏物セールの分散化や、記録的な残暑の影響などにより、主力の衣料品部門の売

上が苦戦を強いられるなど、５月以降は連続して前年実績を下回る厳しい状況が続いております。 

このような環境のもとで当社は、「真のお客様第一」の実現に向け、全従業員がお客様と真摯に向き

合い、おもてなしの心を持った接客の実践に努めるよう社内教育を徹底するとともに、お客様の声の収

集活動を積極的に行い、お客様の期待に応える商品・サービスの提供に努めてまいりました。営業活動

面におきましても「駅弁＆うまいものフェア」、「ズームイン!!サタデー全国うまいもの博」、「おめ

ざフェア」等の集客の軸となる大型催事の開催や、話題性のある「ラグジュアリーブランドフェア」を

開催した他、福引き抽選会やポイントカードのアップポイントキャンペーンなどの感謝企画を開催し、

集客力の強化と全館への波及効果の向上を図ってまいりました。また、不採算売場の高効率化のための

改装の実施や、各階での期間限定イベントの強化を図るなどの営業施策に積極的に取り組んでまいりま

した。 

以上のような施策を積極的に展開したものの、先行き不透明な経済状況下において消費マインドが回

復せず、当第３四半期連結累計期間の売上高は16,917百万円（前年同期比1.7％減）となりました。ま

た、収支面におきましては、引き続き徹底した経費の見直しと有効活用をさらに推進し、費用対効果の

向上に努めてまいりましたが、売上構造の変化による売買差益率の低下の影響などにより、当第３四半

期連結累計期間の営業利益は193百万円（前年同期比20.0％減）、経常利益は164百万円（前年同期比

20.0％減）、四半期純利益は55百万円（前年同期比33.4％減）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主に受取手形及び売掛金や商品在庫の増加により、前連結

会計年度末に比べ575百万円増加して18,725百万円となりました。 

負債は、主に仕入債務の増加や、短期借入金の増加により、前連結会計年度末に比べ553百万円増加

して11,231百万円となりました。 

純資産は、主に利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ22百万円増加して7,493百万円と

なりました。 

  

当第３四半期連結累計期間の業績等に基づき検討した結果、通期の連結業績予想につきましては、前

回発表時（平成24年３月14日）の予想を変更しておりません。 

  

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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月

４日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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

（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）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24年１月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 611,519 586,873

受取手形及び売掛金 981,823 1,311,618

商品 1,178,329 1,350,386

原材料及び貯蔵品 29,412 31,521

繰延税金資産 167,244 136,303

その他 75,668 128,828

貸倒引当金 △4,466 △12,200

流動資産合計 3,039,530 3,533,331

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,405,105 4,183,165

土地 9,530,076 9,530,076

その他（純額） 313,494 592,308

有形固定資産合計 14,248,677 14,305,550

無形固定資産 200,650 232,258

投資その他の資産   

投資有価証券 99,047 93,816

繰延税金資産 235,502 238,100

敷金及び保証金 177,623 176,070

その他 166,729 164,441

貸倒引当金 △18,636 △18,476

投資その他の資産合計 660,266 653,953

固定資産合計 15,109,594 15,191,761

資産合計 18,149,125 18,725,093

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,383,044 1,589,680

短期借入金 5,204,000 5,792,500

未払法人税等 190,942 7,977

商品券 723,720 729,748

賞与引当金 25,708 78,753

商品券回収損引当金 312,089 274,363

資産除去債務 13,159 13,159

その他 1,528,923 1,471,297

流動負債合計 9,381,589 9,957,479

固定負債   

長期借入金 41,000 －

再評価に係る繰延税金負債 231,424 231,424

退職給付引当金 650,737 652,358

資産除去債務 29,547 29,930

長期預り保証金 90,265 90,265

その他 253,227 269,726

固定負債合計 1,296,203 1,273,706

負債合計 10,677,793 11,231,186
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年10月31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 1,761,986 1,788,500

自己株式 △16,462 △17,109

株主資本合計 7,030,521 7,056,389

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △14,858 △18,237

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 407,459 404,079

少数株主持分 33,351 33,438

純資産合計 7,471,332 7,493,907

負債純資産合計 18,149,125 18,725,093
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年10月31日) 

売上高 17,213,510 16,917,187

売上原価 13,170,136 13,008,705

売上総利益 4,043,374 3,908,482

その他の営業収入 137,447 143,979

営業総利益 4,180,821 4,052,461

販売費及び一般管理費 3,938,441 3,858,517

営業利益 242,379 193,943

営業外収益   

受取利息 179 167

受取配当金 1,326 1,306

債務勘定整理益 568 7,635

その他 3,118 2,660

営業外収益合計 5,192 11,770

営業外費用   

支払利息 32,469 28,486

支払手数料 9,062 9,243

その他 664 3,779

営業外費用合計 42,197 41,509

経常利益 205,375 164,204

特別利益   

固定資産受贈益 2,080 16,267

特別利益合計 2,080 16,267

特別損失   

固定資産除却損 11,041 18,049

リース解約損 － 21,909

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 13,395 －

特別損失合計 24,437 39,958

税金等調整前四半期純利益 183,018 140,513

法人税、住民税及び事業税 71,262 54,954

法人税等調整額 28,177 30,194

法人税等合計 99,440 85,149

少数株主損益調整前四半期純利益 83,578 55,363

少数株主利益 533 86

四半期純利益 83,044 55,277
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年10月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 83,578 55,363

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,615 △3,379

その他の包括利益合計 △2,615 △3,379

四半期包括利益 80,963 51,984

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 80,429 51,897

少数株主に係る四半期包括利益 533 86
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成23年２月１日  至  平成23年10月31日)及び当第３四半期連結累

計期間(自 平成24年２月１日 至 平成24年10月31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。 

  

株主資本の金額は、前連結会計年度末と比較して著しい変動はありません。 

  

（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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