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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、「その他の営業収入」を含めて表示しております。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 第138期中間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。また第138期の潜在株

式調整後１株当たり当期純利益は、当期純損失のため記載しておりません。 

  

回次 第138期中 第139期中 第140期中 第138期 第139期 

会計期間 

自 平成15年 
  ３月１日 
至 平成15年 
  ８月31日 

自 平成16年
  ３月１日 
至 平成16年 
  ８月31日 

自 平成17年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ８月31日 

自 平成15年 
  ３月１日 
至 平成16年 
  ２月29日 

自 平成16年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ２月28日 

売上高 (百万円) 575,016 504,352 497,051 1,114,481 1,026,353

経常利益 (百万円) 11,877 14,144 16,706 26,654 32,673

中間(当期)純利益 
(純損失△) 

(百万円) 16,800 5,401 7,862 △3,609 13,946

純資産額 (百万円) 200,837 190,689 205,647 183,275 195,407

総資産額 (百万円) 801,668 773,152 766,677 798,543 771,483

１株当たり純資産額 (円) 651.60 618.73 667.37 594.45 634.09

１株当たり中間 
(当期)純利益(純損失△) 

(円) 54.70 17.52 25.51 △11.88 45.25

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― 16.73 24.38 ― 43.23

自己資本比率 (％) 25.1 24.7 26.8 22.9 25.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 12,569 6,332 16,359 41,970 25,692

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 6,305 △7,100 1,428 △20,570 1,445

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △6,758 △14,499 △8,739 2,310 △23,305

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 46,044 42,125 70,982 57,370 61,255

従業員数 
(ほか、平均臨時 
雇用者数) 

(名) 
12,417 

(11,711)

11,477

(11,560)

10,982

(11,285)

12,056 

(11,699)

11,146

(11,300)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益」につい

ては、中間連結財務諸表を作成している為、記載を省略しております。 

  

回次 第138期中 第139期中 第140期中 第138期 第139期 

会計期間 

自 平成15年 
  ３月１日 
至 平成15年 
  ８月31日 

自 平成16年
  ３月１日 
至 平成16年 
  ８月31日 

自 平成17年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ８月31日 

自 平成15年 
  ３月１日 
至 平成16年 
  ２月29日 

自 平成16年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ２月28日 

売上高 (百万円) 451,727 407,046 399,345 922,899 831,006

経常利益 (百万円) 6,426 8,320 10,404 17,429 19,613

中間(当期)純利益 (百万円) 24,476 3,031 2,835 2,719 8,587

資本金 (百万円) 39,085 39,085 39,085 39,085 39,085

発行済株式総数 (千株) 308,884 308,884 308,884 308,884 308,884

純資産額 (百万円) 194,253 181,417 187,725 176,574 183,147

総資産額 (百万円) 678,982 648,228 649,009 665,477 647,068

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 3.75 3.75 4.50 7.50 7.50

自己資本比率 (％) 28.6 28.0 28.9 26.5 28.3

従業員数 
(ほか、平均臨時 
雇用者数) 

(名) 
8,556 

(7,108)

7,665

(6,685)

7,442

(5,993)

8,273 

(7,067)

7,477

(6,652)



２ 【事業の内容】 

(1) 事業内容の重要な変更 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更は

ありません。 

  

(2) 主要な関係会社の異動 

  建装事業 

ユタカ建設工業㈱は、平成17年３月に清算結了しました。 

  

３ 【関係会社の状況】 

ユタカ建設工業㈱は、平成17年３月に清算結了しました。 

  



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年８月31日現在 

(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 「従業員数」欄の(外書)は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年８月31日現在 

(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 「従業員数」欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

㈱髙島屋、髙島屋スペースクリエイツ㈱、㈱グッドリブ、㈱ティー・エル・コーポレーション、㈱アール・ティ

ー・コーポレーション、髙島屋クレジット㈱及び髙島屋ビジネスサービス㈱の各労働組合は、全髙島屋労働組合連

合会を組織しており、日本サービス・流通労働組合連合に加盟しております。 

なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

百貨店業 8,740( 8,682)

建装事業 376(  46)

不動産業 200(   4)

金融・リース業 142(  125)

その他事業 1,524( 2,428)

合計 10,982(11,285)

従業員数(名) 7,442( 5,993)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格が継続して高騰しているものの、企業業績の改善を背景に

設備投資等が好調に推移し、景気は緩やかな回復の兆しがみられます。個人消費も雇用情勢や家計所得改善にとも

なう消費マインドの好転によって持ち直しております。しかしながら税・社会保障費負担増など先行きへの不安感

が依然として強い中、小売業界におきましては、販売チャネルや店舗の増加等、競争が激化し、引き続き楽観を許

さない状況が続いております。 

百貨店業界におきましては、都心大型店の改装・増床計画の進行、大型商業施設の郊外への出店など、業界内だ

けでなく地域間・業態間競合がさらに激化したものの、個人消費の持ち直しや気候等の要因も影響し、全国百貨店

売上高は、当中間期の後半にかけて緩やかに回復しつつあります。 

このような環境の中、当社グループにおきましては、本年度より創業180周年に当る平成23年度をターゲットとし

た当社グループの将来像「髙島屋グループ長期プラン（＝新・成長戦略）」への取り組みをスタートいたしまし

た。初年度である本年度は、「お客様第一主義の徹底」を目標として、店舗の特徴化がお客様に明確に伝わる店づ

くりを推進し、店舗の改装や宣伝活動の強化に取り組んでいます。中でも新宿店については、店舗コンセプトと顧

客ターゲットの大幅な変革「リ・アクシス（“軸”の変革）プラン」を策定し、平成18年度よりその実現に向け全

館リニューアルを実施していきます。さらに本年度よりギフトビジネスのさらなる強化に向けてギフト推進室を設

置し、新規商材の開発や販売方法、システムの改善に取り組みました。またグループ事業におきましても、新たな

発展と成長に向け、各社において収支構造改革に継続して取り組みました。 

以上のような営業諸施策を実施し、営業収益は497,051百万円（前年同期比1.4％減）となりました。 

また、販売費及び一般管理費等の削減に努めた結果、経常利益は16,706百万円（前年同期比18.1％増）となり、

中間純利益は7,862百万円（前年同期比45.6％増）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

＜百貨店業＞ 

百貨店事業におきましては、大阪店では食料品フロアの全面改装及びファッションフロアの改装を行い、３月に

全館グランドオープンしました。食料品には洋菓子の「パティスリーミヤモト」、惣菜の「シェ・ワダ・ブティッ

ク」、ワインの「タイユヴァン」等を導入しました。グランドオープン記念として文化催「大本山相國寺と金閣・

銀閣の名宝展」を展開し、お客様に好評を博しました。東京店では、４月にパリのハンドバッグブランド「ゴヤー

ル」を導入、屋上は「トップアイランド」としてグリーンショップやガーデンカフェ、愛犬が遊べるドッグパーク

に改装、６月には食料品フロアに「グラマシーニューヨーク」や酢の専門店「オークスハート」を導入し、品揃え

や施設を充実しました。４月には「いけばなの根源 池坊展」を開催し、多くのお客様にご来店いただきました。

横浜店では「シャネル」ブティックや婦人服フロア、泉北店では食料品フロアを改装し、営業力強化に取り組みま

した。玉川店では子供服フロアの品揃えを充実させ、リビングフロアには上質感のある台所用品「タマガワダイニ

ング」など導入し、平成15年度からの全館改装が完成しました。 



さらに、お客様にご満足いくお買物をしていただけるよう、各店には専門的な資格・知識を持った「シューフィ

ッター」「ワインアドバイザー」など販売スペシャリストを配置し、コンサルティング機能の強化を図りました。

また、「タカシマヤカード」及び「タカシマヤ《セゾン》カード」の会員獲得の強化とともに、顧客データベース

を活用してお客様のお買物状況に応じた販売促進策の実施、商品情報やイベント情報の提供などに取り組みまし

た。 

このような施策を実施しました結果、東京店、横浜店、新宿店、玉川店、岡山店、高崎店の店頭売上高が前年実

績を上回ることができました。また、分社した店舗を含む国内の百貨店事業売上高は前年同期比0.9％減となりまし

たが、16年度の前年同期比3.6％減から大きく改善いたしました。また、オンラインショップ「ｅ百華店」では、品

揃えの充実や宣伝強化による新規顧客の獲得等に積極的に取り組み、売上高は前年から倍増いたしました。 

法人事業におきましては、主力の企業向け販売促進商品は、前年の売上を下回ったものの、企業制服の売上で

は、積極的な営業活動が功を奏し、既存顧客に加え新たな企業からの受注により前年の売上高を上回り、全体では

前年実績を上回りました。 

また、タカシマヤ・シンガポールＬＴＤ．におきましては、シンガポール国内の好調な個人消費に支えられ、特

選ブティック、インテリア、婦人服が好調に推移するとともに、全館クリアランスセールも寄与し、売上高・営業

利益とも前年実績を大きく上回りました。 

以上の結果、営業収益は444,530百万円（前年同期比0.8％減）、営業利益は9,930百万円（前年同期比29.3％増）

となりました。 

＜建装事業＞ 

建装事業におきましては、髙島屋スペースクリエイツ㈱が、売上高では昨年の大型物件を補う受注を確保できな

かったものの、利益率の高い工事の受注に努めるとともに経費構造改革によって営業費を削減した結果、減収増益

となりました。 

この結果、建装事業全体では、営業収益は14,804百万円（前年同期比23.8％減）、営業利益は269百万円（前年同

期比116.7％増）となりました。 

＜不動産業＞ 

不動産業におきましては、東神開発㈱が、玉川髙島屋ショッピングセンターをはじめとする国内ショッピングセ

ンター事業を着実に推進するとともに、シンガポール髙島屋ショッピングセンターでの、テナントの好調な売上に

よる賃料収入増により、増収増益となりました。 

この結果、営業収益は11,174百万円（前年同期比32.6％増）、営業利益は2,854百万円（前年同期比4.2％増）と

なりました。 

＜金融・リース業＞ 

金融・リース業におきましては、髙島屋クレジット㈱が、タカシマヤカードの年会費収入が増大したものの、取

扱高の減により減収減益となりました。 

この結果、営業収益は5,019百万円（前年同期比5.5％減）、営業利益は1,067百万円（前年同期比29.1％減）とな

りました。 



＜その他事業＞ 

通信販売事業におきましては、掲載商品内容とカタログ編集の抜本的な見直しを図ると同時に、効果的な宣伝や

新規顧客の積極的な獲得により、主力の婦人服、家庭用品、食料品が好調に推移し、売上高は前年実績を上回りま

した。さらに利益率の高い商品の売上増により、増益となり赤字幅が縮小しました。 

卸売事業では㈱グッドリブが、不採算のファッション・リビング商品の取り扱い中止により、営業収益は前年を

下回りました。一方で営業費を削減しましたが、大幅な減収減益となりました。 

衣料品加工業では㈱タップが、ユニフォームの大口受注により、増収増益となりました。 

この結果、営業収益は21,522百万円（前年同期比7.0％減）、営業利益は313百万円（前年同期比106.8％増）とな

りました。 

  

所在地別セグメントの業績は、日本での営業収益の金額が、全セグメントの営業収益の合計額の90％超であるた

め、記載を省略しております。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末の資産は、766,677百万円と前連結会計年度末に比べ4,806百万円減少しました。これは季

節要因により受取手形及び売掛金が4,499百万円減少したこと、たな卸資産が4,269百万円減少したこと等によるも

のです。負債については、560,576百万円と前連結会計年度末に比べ15,094百万円の減少となりました。これは主に

社債及び長期借入金の減少によるものです。資本合計については、205,647百万円と前連結会計年度末に比べ10,239

百万円増加しました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、16,359百万円の収入となり、前年同期に比べ10,026百万円の増加となり

ました。主な増加の要因は、経常利益の増加額2,561百万円、売上債権・たな卸資産・仕入債務の増減額差額9,253

百万円による増加に対し、法人税等の支払額の増加による減少3,301百万円によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,428百万円の収入となり、前年同期に比べ8,529百万円の増加となりま

した。主な要因は、有形・無形固定資産の売却による収入が9,132百万円と2,412百万円増加した一方で、有形・無

形固定資産の取得による支出が8,468百万円と4,907百万円減少したことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、8,739百万円の支出となり、前年同期に比べ5,760百万円の支出の減少と

なりました。主な要因は、社債の償還による支出が5,000百万円と5,600百万円減少したことによるものです。 

以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9,727百万円増加し、

70,982百万円となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去をしております。 

２ 金額は、販売価格によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４ 上記以外の事業の種類別セグメントについては該当事項はありません。 

  

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去をしております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ その他事業は、見込み生産を行っておりますので、受注高・受注残高は含めておりません。 

４ 上記以外の事業の種類別セグメントについては該当事項はありません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去をしております。 

２ 販売高には、「その他の営業収入」を含めて表示しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

建装事業 11,418 82.5

その他事業 647 131.5

合計 12,066 84.2

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円)
前年同期比
(％) 

受注残高(百万円) 
前年同期比 
(％) 

建装事業 9,952 56.3 11,805 69.6

合計 9,952 56.3 11,805 69.6

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

百貨店業 444,530 99.2

建装事業 14,804 76.2

不動産業 11,174 132.6

金融・リース業 5,019 94.5

その他事業 21,522 93.0

合計 497,051 98.6



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の連結子会社)が対処すべき課題について重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

特記事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

特記事項はありません。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

特記事項はありません。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 
(1) 【株式の総数等】 
① 【株式の総数】 

  

(注) 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。」旨を定款に定めております。 
  
② 【発行済株式】 

  

(注) 提出日現在の発行数には、平成17年11月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数

は、含まれておりません。 
  
(2) 【新株予約権等の状況】 

新株予約権及び新株予約権付社債 
2010年２月26日満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成15年10月６日発行) 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 600,000,000 

計 600,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年８月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年11月25日) 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 308,884,382 308,884,382

大阪証券取引所
(市場第１部) 

東京証券取引所 
(市場第１部) 

完全議決権株式で
あり、権利内容に
何ら限定のない当
社における標準と
なる株式 

計 308,884,382 308,884,382 ― ― 

  
中間会計期間末現在
(平成17年８月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年10月31日) 

新株予約権付社債の残高(百万円) 15,000 同左 

新株予約権の数(個) 15,000 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 上限14,053,803 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(転換価額)(円) １株当たり1,078円 同左 

新株予約権の行使期間 

平成15年10月20日から平成22
年２月12日の営業終了時ま
で。但し、当社の選択による
本新株予約権付社債の繰上償
還の場合には、償還日の東京
における３営業日前の日ま
で、また、期限の利益の喪失
の場合には、期限の利益の喪
失時まで。上記いずれの場合
も、平成22年２月12日より後
に本新株予約権を行使するこ
とはできない。 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価額及び資本組入額(円) 

発行価額 １株につき1,078円
資本組入額 当該発行価額に

0.5を乗じ、その
結果、１円未満
の端数を生じる
ときはその端数
を切り上げた額
とする。 

同左 

新株予約権の行使の条件 
各本新株予約権の一部行使は
できないものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡制限はない。 同左 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年８月31日現在 

(注) １ 髙島屋共栄会は当社の取引先企業で構成されている持株会であります。 

２ モルガン信託銀行株式会社及びその共同保有者であるジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・イ

ンク、ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライヤーズ・インクから平成17年９月14日付で提出された大量保有報告書に

より、平成17年８月31日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時

点における所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

  

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年８月31日 ― 308,884 ― 39,085 ― 9,711

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８番11号 42,105 13.63

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号
日本生命証券管理部内 

19,619 6.35

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口） 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 17,324 5.60

ステートストリートバンクアン
ドトラストカンパニー 
(常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室) 

東京都中央区日本橋兜町６番７号 9,143 2.96

髙島屋社員持株会 大阪市中央区難波５丁目１番５号 7,510 2.43

髙島屋共栄会 
大阪市中央区難波５丁目１番５号
㈱髙島屋本社総務部内 

6,774 2.19

ザチェースマンハッタンバンク
エヌエイロンドン 
(常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室) 

東京都中央区日本橋兜町６番７号 5,712 1.84

相模鉄道株式会社 横浜市西区北幸１丁目３番23号 4,805 1.55

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セ
キュリティーズ(ジャパン)リミ
テッド 

東京都千代田区大手町１丁目７番２号
東京サンケイビル 

4,163 1.34

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２丁目27番２号 4,121 1.33

計 ― 121,278 39.26

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

モルガン信託銀行株式会社 
東京都港区赤坂５丁目２番20号
赤坂パークビルヂング 

4,643 1.50

ジェー・ピー・モルガン・ 
インベストメント・マネージメ
ント・インク 

アメリカ合衆国 10036 ニューヨーク
州 ニューヨーク フィフス・アベニュ
ー522 

2,199 0.71

ジェー・ピー・モルガン・ 
ホワイトフライヤーズ・インク 

アメリカ合衆国 ニューヨーク州
10017 ニューヨーク パーク・アベニ
ュー270 

1,860 0.60



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年８月31日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、11,000株(議決権11個)含まれておりま

す。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式330株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年８月31日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式)

普通株式 741,000
―

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式 305,279,000 305,279 同上 

単元未満株式 普通株式 2,864,382 ― 同上 

発行済株式総数 308,884,382 ― ― 

総株主の議決権 ― 305,279 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
㈱髙島屋 

大阪市中央区難波 
５丁目１番５号

741,000 ― 741,000 0.24

計 ― 741,000 ― 741,000 0.24



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は東京証券取引所(市場第１部)におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて役員の異動はありません。 

月別 
平成17年 
３月 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

最高(円) 1,150 1,091 963 998 1,093 1,272

最低(円) 1,036 914 885 890 1,001 1,067



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成16年３月１日から平成16年８月31日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成16年３月１日から平成16年８月31日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年３月１日から平成16年８月31日ま

で)及び前中間会計期間(平成16年３月１日から平成16年８月31日まで)並びに当中間連結会計期間(平成17年３月１日

から平成17年８月31日まで)及び当中間会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

 １ 現金及び預金 ※４  42,181 71,218   61,303 

 ２ 受取手形及び売掛金 ※２  69,224 61,088   65,588 

 ３ 有価証券 ※４  453 2,000   2,001 

 ４ たな卸資産    42,929 39,801   44,071 

 ５ その他 ※2.3  33,047 33,650   31,914 

   貸倒引当金    △1,390 △865   △1,346 

   流動資産合計    186,446 24.1 206,895 27.0   203,532 26.4

Ⅱ 固定資産          

 １ 有形固定資産 ※１        

  (1) 建物及び構築物 ※３ 121,830   115,919 117,708   

  (2) 土地 ※３ 144,237   143,907 143,894   

  (3) その他   22,027   12,434 20,292   

    有形固定資産合計    288,096 272,260   281,895 

 ２ 無形固定資産          

  (1) 連結調整勘定   1,687   1,288 1,335   

  (2) その他   11,457   10,135 11,024   

    無形固定資産合計    13,144 11,423   12,359 

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券 ※４ 88,739   82,450 76,811   

  (2) 長期貸付金 ※３ 79,928   78,942 79,964   

  (3) 長期保証金 ※2.3 
4 104,726   103,679 104,191   

  (4) その他   23,711   23,306 24,496   

    貸倒引当金   △11,640   △12,281 △11,768   

    投資その他の 
    資産合計    285,465 276,098   273,695 

   固定資産合計    586,706 75.9 559,782 73.0   567,951 73.6

   資産合計    773,152 100.0 766,677 100.0   771,483 100.0



  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

 １ 支払手形及び買掛金    101,611 97,926   97,406 

 ２ 短期借入金 ※３  28,864 43,327   35,245 

 ３ 社債(１年内償還)    5,000 15,000   15,000 

 ４ 未払法人税等    2,484 5,094   5,608 

 ５ 前受金    61,766 62,797   62,771 

 ６ 商品券    45,054 45,051   43,498 

 ７ 役員賞与引当金    ― 21   82 

 ８ ポイント金券引当金    2,802 2,712   2,955 

 ９ その他    61,055 61,298   68,798 

   流動負債合計    308,638 39.9 333,229 43.5   331,366 43.0

Ⅱ 固定負債          

 １ 社債    43,000 28,000   33,000 

 ２ 長期借入金 ※３  124,373 100,199   110,307 

 ３ 退職給付引当金    67,065 57,986   59,673 

 ４ 役員退職慰労引当金    475 451   571 

 ５ その他    38,549 40,708   40,752 

   固定負債合計    273,464 35.4 227,346 29.6   244,304 31.7

   負債合計    582,103 75.3 560,576 73.1   575,670 74.7

(少数株主持分)          

  少数株主持分    360 0.0 453 0.1   405 0.0

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    39,085 5.1 39,085 5.1   39,085 5.1

Ⅱ 資本剰余金    28,141 3.6 28,151 3.6   28,149 3.6

Ⅲ 利益剰余金    102,296 13.2 116,549 15.2   109,727 14.2

Ⅳ 土地再評価差額金    6,162 0.8 5,978 0.8   6,120 0.8

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金    15,983 2.1 16,243 2.1   13,262 1.7

Ⅵ 為替換算調整勘定    △756 △0.1 △74 △0.0   △679 △0.1

Ⅶ 自己株式    △223 △0.0 △286 △0.0   △258 △0.0

   資本合計    190,689 24.7 205,647 26.8   195,407 25.3

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計    773,152 100.0 766,677 100.0   771,483 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    484,434 100.0 476,242 100.0   986,098 100.0

Ⅱ 売上原価    373,611 77.1 345,332 72.5   718,168 72.8

売上総利益    110,823 22.9 130,910 27.5   267,930 27.2

Ⅲ その他の営業収入    19,917 4.1 20,808 4.4   40,254 4.1

営業総利益    130,741 27.0 151,718 31.9   308,184 31.3

Ⅳ 販売費及び一般管理費          

１ 広告及び宣伝費   5,889   15,403 30,068   

２ ポイント金券引当金 
繰入額   1,313   1,196 2,884   

３ 貸倒引当金繰入額   464   356 862   

４ 役員報酬及び 
従業員給与手当   42,382   44,859 92,373   

５ 役員賞与引当金 
繰入額   ―   18 82   

６ 退職給付費用   3,779   3,401 7,183   

７ 役員退職慰労引当金 
繰入額   92   84 188   

８ 不動産及び 
機械賃借料   22,620   23,645 46,059   

９ その他   42,444 118,986 24.6 48,369 137,334 28.9 99,486 279,188 28.4

営業利益    11,755 2.4 14,384 3.0   28,996 2.9

Ⅴ 営業外収益          

１ 受取利息   1,088   1,027 2,088   

２ 受取配当金   390   464 558   

３ 債務勘定整理   2,287   2,287 4,285   

４ 持分法による 
投資利益   918   1,062 1,859   

５ 固定資産受贈益   914   417 1,429   

６ その他   539 6,139 1.3 977 6,236 1.3 1,112 11,335 1.1

Ⅵ 営業外費用          

１ 支払利息   2,056   1,896 4,014   

２ 債務勘定整理繰戻損   1,439   1,422 2,693   

３ 為替差損   ―   ― 179   

４ その他   254 3,749 0.8 594 3,913 0.8 771 7,658 0.7

経常利益    14,144 2.9 16,706 3.5   32,673 3.3

Ⅶ 特別利益          

１ 固定資産売却益 ※１ 1,515   10 1,919   

２ 投資有価証券売却益   445   2 7,968   

３ 関係会社株式売却益   639   ― 639   

４ 貸倒引当金戻入益   2   9 28   

５ その他   6 2,609 0.5 78 100 0.0 137 10,693 1.1

           



  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅷ 特別損失          

１ 固定資産売却損 ※２ 844   41 917   

２ 固定資産除却損 ※３ 3,636   2,194 5,542   

３ 固定資産評価損 ※４ ―   20 257   

４ 減損損失 ※５ ―   23 3,374   

５ 投資有価証券評価損   0   2 0   

６ 関係会社株式評価損   ―   239 566   

７ 退職給付制度変更損   ―   ― 508   

８ 事業構造改革損 ※６ 1,785   3,150 5,714   

９ その他   375 6,641 1.3 56 5,728 1.2 1,279 18,161 1.8

税金等調整前 
中間(当期)純利益    10,112 2.1 11,078 2.3   25,204 2.6

法人税、住民税 
及び事業税   2,687   5,033 7,645   

法人税等調整額   2,025 4,712 1.0 △1,875 3,157 0.7 3,568 11,214 1.2

少数株主利益 
(損失△)    △1 △0.0 58 0.0   43 0.0

中間(当期)純利益    5,401 1.1 7,862 1.6   13,946 1.4



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   28,138 28,149   28,138

Ⅱ 資本剰余金増加高     

自己株式処分差益 2 2 1 1 10 10

Ⅲ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  28,141 28,151   28,149

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   97,744 109,727   97,744

Ⅱ 利益剰余金増加高     

中間(当期)純利益 5,401 7,862 13,946 

土地再評価差額金取崩高 346 ― 388 

連結子会社増加 
に伴う増加高 

― 5,747 127 7,990 ― 14,335

Ⅲ 利益剰余金減少高     

配当金 1,155 1,155 2,311 

役員賞与 39 ― 39 

連結子会社増加 
に伴う減少高 

― 0 ― 

非連結子会社合併 
による減少高 

― 1,195 12 1,168 ― 2,351

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  102,296 116,549   109,727



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

   
前中間連結会計期間
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

 10,112 11,078 25,204

減価償却費  7,924 6,841 15,713
減損損失  ― 23 3,374
連結調整勘定償却額  352 47 704
貸倒引当金の増減額  △266 32 △182
役員賞与引当金の増減額  ― △69 82
退職給付引当金の減少額  △3,578 △1,706 △10,971
役員退職慰労引当金の 
増減額 

 34 △119 130

ポイント金券引当金の 
減少額 

 △176 △245 △23

受取利息及び受取配当金  △1,479 △1,491 △2,647
支払利息  2,056 1,896 4,014
持分法による投資利益  △918 △1,062 △1,859
固定資産売却損益  △671 30 △1,001
固定資産除却損  2,186 1,499 3,554
固定資産評価損  ― 20 972
有価証券・投資有価証券 
売却益 

 △445 △2 △7,968

投資有価証券評価損  0 242 567
連結子会社株式売却益  △639 ― △639
売上債権の増減額  △3,093 2,826 2,054
たな卸資産の減少額  3,973 4,343 2,450
仕入債務の増減額  △2,770 192 △6,634
役員賞与の支払額  △39 ― △39
その他営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △3,352 △2,485 4,419

小計  9,208 21,894 31,273
利息及び配当金の受取額  1,562 1,997 2,738
利息の支払額  △2,059 △1,852 △4,114
法人税等の支払額  △2,378 △5,679 △4,205
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 6,332 16,359 25,692

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

定期預金の預入による支出  △33 △204 △60

定期預金の払戻による収入  21 16 55

有価証券・投資有価証券等 
の取得による支出 

 △3,014 △49 △4,070

有価証券・投資有価証券等 
の売却による収入 

 1,640 6 16,155

有形・無形固定資産の 
取得による支出 

 △13,376 △8,468 △19,189

有形・無形固定資産の 
売却による収入 

 6,719 9,132 7,611

長期貸付による支出  △63 △30 △138
長期貸付金の 
回収による収入 

 1,004 1,026 1,039

その他投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 ― ― 42

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △7,100 1,428 1,445



  

  

   
前中間連結会計期間
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 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  132 253 △2,978

長期借入による収入  1,500 11,400 3,400

長期借入金の 
返済による支出 

 △4,332 △14,201 △10,746

社債の償還による支出  △10,600 △5,000 △10,600

自己株式の売却による収入  1 1 9

配当金の支払額  △1,155 △1,155 △2,311

その他財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △46 △37 △78

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △14,499 △8,739 △23,305

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 23 169 52

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △15,244 9,217 3,884

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 57,370 61,255 57,370

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び 
現金同等物の増加額 

 ― 509 ―

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 42,125 70,982 61,255



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数    27社 

   主要な連結子会社の名称 

   髙島屋スペースクリエイツ

㈱、東神開発㈱、㈱髙島屋友の

会、髙島屋クレジット㈱、㈱グ

ッドリブ、タカシマヤ・シンガ

ポール・LTD. 

   当中間連結会計期間におい

て、当社は、岡山店、岐阜店、

高崎店を会社分割により分社

し、㈱岡山髙島屋、㈱岐阜髙島

屋及び㈱高崎髙島屋を設立し、

連結子会社としました。また、

タカシマヤ・インターナショナ

ル・ファイナンス・B.V.は当中

間連結会計期間中に清算結了し

ましたので連結子会社から除外

しました。 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数    30社 

   主要な連結子会社の名称 

   髙島屋スペースクリエイツ

㈱、東神開発㈱、㈱髙島屋友の

会、髙島屋クレジット㈱、㈱グ

ッドリブ、タカシマヤ・シンガ

ポール・LTD. 

   当中間連結会計期間におい

て、タカシマヤ・ニューヨー

ク・LLCは、業務を開始し重要

性が増したため、新たに連結子

会社としました。㈱タック、㈱

関東テレホンコミュニケーショ

ンセンター、ティーズインター

ナショナル㈱及びたまがわ生活

文化研究所㈱は、いずれも重要

性の観点から非連結子会社とし

ておりましたが、連結決算の透

明性を高めるために、連結子会

社としました。また、ユタカ建

設工業㈱は、清算結了しました

ので連結子会社から除外しまし

た。 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数    26社 

   連結子会社名は、「第１ 企

業の概況 ４ 関係会社の状

況」に記載しているため省略し

ております。 

   当連結会計年度において、当

社は岡山店、岐阜店、高崎店を

会社分割により分社し、㈱岡山

髙島屋、㈱岐阜髙島屋及び㈱高

崎髙島屋を設立したため連結子

会社としました。また、タカシ

マヤ・インターナショナル・フ

ァイナンス・B.V.及びロデオド

ライブ・プロパティーズ・INC.

はそれぞれ清算結了しましたの

で連結子会社から除外しまし

た。 

 (2) 主要な非連結子会社名 

    ㈱関東テレホンコミュニケ

ーションセンター 

   連結の範囲から除いた理由 

    非連結子会社12社は、総資

産、売上高、利益額及び利益

剰余金等の観点からみていず

れも小規模であり、全体とし

ても中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしておりませ

ん。 

 (2) 主要な非連結子会社名 

    タカシマヤ・フランス．

S.A. 

   連結の範囲から除いた理由 

    非連結子会社７社は、総資

産、売上高、利益額及び利益

剰余金等の観点からみていず

れも小規模であり、全体とし

ても中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしておりませ

ん。 

 (2) 主要な非連結子会社名 

    ㈱関東テレホンコミュニケ

ーションセンター 

   連結の範囲から除いた理由 

    非連結子会社12社は、総資

産、売上高、利益額及び利益

剰余金等の観点からみていず

れも小規模であり、全体とし

ても連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしておりません。 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社数 

９社 

   主要な会社等の名称 

    ㈱ジェイアール東海髙島屋 

    ㈱伊予鉄髙島屋 

    大葉髙島屋百貨股份有限公

司 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社数 

９社 

   主要な会社等の名称 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社数 

９社 

   主要な会社等の名称 

同左 

 (2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要

な会社等の名称 

    ㈱関東テレホンコミュニケ

ーションセンター 

 (2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要

な会社等の名称 

    タカシマヤ・フランス．

S.A. 

 (2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要

な会社等の名称 

    ㈱関東テレホンコミュニケ

ーションセンター 

   持分法を適用しない理由 

    持分法非適用会社は、利益

額及び利益剰余金等の観点か

らみていずれも小規模であ

り、全体としても中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼし

ておりません。 

   持分法を適用しない理由 

    同左 

   持分法を適用しない理由 

    持分法非適用会社は、利益

額及び利益剰余金等の観点か

らみていずれも小規模であ

り、全体としても連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしてお

りません。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

   連結子会社のうち髙島屋スペ

ースクリエイツ㈱は、９月中間

決算のため仮決算を行い連結し

ております。 

   また、子会社の中間決算日が

中間連結決算日と異なり、仮決

算を行っていないものについて

は、中間連結決算日までの間に

生じた重要な取引について連結

上必要な調整を行っておりま

す。なお、当中間連結会計期間

より、連結子会社のうち㈱髙島

屋友の会及び㈱エー・ティ・エ

ーについては、６月30日から８

月31日へ、また髙島屋ビジネス

サービス㈱については、７月31

日から８月31日へそれぞれ中間

決算日を変更しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

   連結子会社のうち髙島屋スペ

ースクリエイツ㈱は、９月中間

決算のため仮決算を行い連結し

ております。 

   また、子会社の中間決算日が

中間連結決算日と異なり、仮決

算を行っていないものについて

は、中間連結決算日までの間に

生じた重要な取引について連結

上必要な調整を行っておりま

す。なお、当中間連結会計期間

より、連結子会社のうち㈱サン

ローゼ・ピーアンドシー、㈱タ

ップ、㈱センチュリーアンドカ

ンパニー及び㈱ホテルシーガル

髙島屋については、６月30日か

ら８月31日へ、また㈱アール・

ティー・コーポレーションにつ

いては、７月31日から８月31日

へそれぞれ中間決算日を変更し

ております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

   連結子会社のうち髙島屋スペ

ースクリエイツ㈱は、３月決算

のため仮決算を行い連結してお

ります。 

   また、子会社の決算日が連結

決算日と異なり、仮決算を行っ

ていないものについては、連結

決算日までの間に生じた重要な

取引について連結上必要な調整

を行っております。 

   なお、当連結会計年度より、

連結子会社のうち、㈱エー・テ

ィー・エーと㈱髙島屋友の会に

つきましては12月31日から２月

末日に、髙島屋ビジネスサービ

ス㈱につきましては１月31日か

ら２月末日にそれぞれ決算日を

変更しております。 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

   ａ 満期保有目的の債券 

     償却原価法 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

   ａ 満期保有目的の債券 

      同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

   ａ 満期保有目的の債券 

      同左 

   ｂ その他有価証券 

     時価のあるもの 

      中間期末日の市場価格

等に基づく時価法 

      (評価差額は、全部資

本直入法により処理

し、売却原価は、主と

して移動平均法により

算定しております。) 

   ｂ その他有価証券 

     時価のあるもの 

      同左 

   ｂ その他有価証券 

     時価のあるもの 

      期末日の市場価格等に

基づく時価法 

      (評価差額は、全部資

本直入法により処理

し、売却原価は、主と

して移動平均法により

算定しております。) 

     時価のないもの 

      主として移動平均法に

よる原価法 

     時価のないもの 

      同左 

     時価のないもの 

      同左 

  ② デリバティブ 

    時価法 

  ② デリバティブ 

     同左 

  ② デリバティブ 

     同左 

  ③ たな卸資産 

   ａ 商品 

     主として売価還元法及び

個別法による原価法 

  ③ たな卸資産 

   ａ 商品 

      同左 

  ③ たな卸資産 

   ａ 商品 

      同左 

   ｂ 製品 

     主として先入先出法によ

る原価法 

   ｂ 製品 

      同左 

   ｂ 製品 

      同左 

   ｃ 貯蔵品 

     先入先出法による原価法 

   ｃ 貯蔵品 

      同左 

   ｃ 貯蔵品 

      同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

    主として定額法を採用して

おります。 

    なお、耐用年数及び残存価

額については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によ

っております。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

     同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

     同左 

  ② 無形固定資産 

    定額法を採用しておりま

す。 

  ② 無形固定資産 

     同左 

  ② 無形固定資産 

     同左 

    なお、償却年数について

は、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっておりま

す。 

    但し、将来の収益獲得又は

費用削減が確実なコンピュー

タソフトウェア開発費につい

ては、５年間で均等償却して

おります。 

    



  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては、主として貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収

可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

     同左 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

     同左 

―――   ② 役員賞与引当金 

     役員賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき

計上しております。 

  ② 役員賞与引当金 

     同左 

  ―――   (追加情報) 

   「役員賞与の会計処理に関す

る当面の取扱い」(企業会計基

準委員会 実務対応報告第13

号)が平成16年３月９日以降に

終了する連結会計年度に係る連

結財務諸表から適用されること

になったことに伴い、従来、株

主総会決議時に利益剰余金の減

少として会計処理していた役員

賞与を、当連結会計年度から発

生時に費用処理しております。 

   これにより、当連結会計年度

の営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益が82百万円

減少しております。 

  ② ポイント金券引当金 

    ポイント金券の発行に備え

るため、当中間連結会計期間

末におけるポイント残高に対

する将来の金券発行見積り額

のうち費用負担となる原価相

当額を計上しております。 

  ③ ポイント金券引当金 

     同左 

  ③ ポイント金券引当金 

    ポイント金券の発行に備え

るため、当連結会計年度末に

おけるポイント残高に対する

将来の金券発行見積り額のう

ち費用負担となる原価相当額

を計上しております。 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

  ③ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

    過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

(主として10年)による定額法

により費用処理しておりま

す。 

    数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(主として10年)による定

額法により、それぞれ発生の

翌連結会計年度より費用処理

しております。 

  ④ 退職給付引当金 

     同左 

  ④ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当連結

会計年度末において発生して

いると認められる額を計上し

ております。 

    過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

(主として10年)による定額法

により費用処理しておりま

す。 

    数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(主として10年)による定

額法により、それぞれ発生の

翌連結会計年度より費用処理

しております。 

  ④ 役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく中

間期末要支給額を計上してお

ります。 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

     同左 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しておりま

す。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

    同左 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

    同左 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理によってお

ります。 

    なお、為替予約取引につい

ては振当処理の要件を満たし

ている場合には、振当処理を

行っております。 

    また、金利スワップについ

ては特例処理の要件を満たし

ている場合には、特例処理を

採用しております。 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

     同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

     同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段 

     デリバティブ取引(為替

予約取引及び金利スワッ

プ取引) 

    ヘッジ対象 

     外貨建債権・債務及び借

入金の支払金利 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同左 

  ③ ヘッジ方針 

    当社及び連結子会社のリス

ク管理方針に基づき、為替変

動リスク及び金利変動リスク

をヘッジすることとしており

ます。 

  ③ ヘッジ方針 

     同左 

  ③ ヘッジ方針 

     同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

    ヘッジ対象及びヘッジ手段

について、毎連結会計年度末

(中間連結会計期間末を含む)

に個別取引毎のヘッジ効果を

検証しておりますが、ヘッジ

手段とヘッジ対象の資産・負

債または予定取引に関する重

要な条件が同一であり、高い

有効性があるとみなされる場

合には、有効性の判定を省略

しております。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

     同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

     同左 

  ⑤ リスク管理体制 

    重要なデリバティブ取引に

ついては、当社及び連結子会

社の経理規定に従い、各社の

取締役会決議または稟議決裁

を行い、各社の所管部門で取

引を実行するとともに、当社

管理本部財務部で取引残高を

把握し管理しております。ま

た、通常の外貨建営業債権債

務に係る将来の為替リスクを

回避する目的で行われる為替

予約取引についても、各社の

所管部門で取引を実行すると

ともに、当社管理本部財務部

で取引残高を把握し管理して

おります。 

  ⑤ リスク管理体制 

     同左 

  ⑤ リスク管理体制 

     同左 

 (6) 消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。 

 (6) 消費税等の会計処理 

    同左 

 (6) 消費税等の会計処理 

    同左 



  

  

会計処理の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

   手許現金、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日の

到来する流動性の高い、容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資を資金の

範囲としております。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

   同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

   同左 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

――― ――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))及

び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日)が平

成16年３月31日以降に終了する連結

会計年度に係る連結財務諸表から適

用できることになったことに伴い、

当連結会計年度から同会計基準及び

同適用指針を適用しております。こ

れにより税金等調整前当期純利益が

3,374百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき当該各資産の金額から直接控除

しております。また、セグメント情

報に与える影響は(セグメント情報)

に記載しております。 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

(中間連結損益計算書) 

 前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「固定資産受贈益」

(前中間連結会計期間245百万円)は、営業外収益の総額

の10/100を超えるため、当中間連結会計期間においては

独立掲記しております。 

――― 



追加情報 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

――― (売上原価、販売費及び一般管理費

の計上区分の変更) 

 従来、当社は中間連結財務諸表作

成に当たり各連結会社での損益区分

に基づき連結損益項目を表示してお

りましたが、前連結会計年度の下期

より、親会社からの販売管理活動や

一般管理活動に関する受託業務に係

る費用は、販売費及び一般管理費と

して表示することといたしました。 

 なお、当中間連結会計期間と同一

の基準によった場合と比べて、前中

間連結会計期間の売上原価が20,764

百万円多く、販売費及び一般管理費

が同額少なく計上されていますが、

営業利益以下の損益に与える影響は

ありません。また、セグメント情報

への影響はありません。 

  

(売上原価、販売費及び一般管理費

の計上区分の変更) 

 従来、当社は連結財務諸表作成に

当たり各連結会社での損益区分に基

づき連結損益項目を表示しておりま

したが、単純な販売活動だけでなく

親会社の販売管理や一般管理に係る

業務を担う子会社の分社など、連結

グループ会社の再編が進展し、従前

の方法では連結グループとしての事

業活動全体の状況を適切に表すこと

が難しくなりました。そこで、グル

ープ会社間の業務委託体制整備がほ

ぼ完了した当期末より、親会社から

の販売管理活動や一般管理活動に関

する受託業務に係る費用は、連結グ

ループの観点から販売費及び一般管

理費として表示することといたしま

した。 

 これにより、当連結会計年度の売

上原価が42,148百万円減少し、販売

費及び一般管理費が同額増加します

が、営業利益以下の損益に与える影

響はありません。また、セグメント

情報に与える影響はありません。 

――― (法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示方法) 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以降に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号）に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上してお

ります。 

 これにより当中間連結会計期間の

販売費及び一般管理費が421百万円

増加し、営業利益、経常利益及び税

金等調整前中間純利益が、421百万

円減少しております。 

――― 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年８月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年２月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

181,604百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

176,143百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

185,059百万円 

※２ 当中間連結会計期間末の受取

手形及び売掛金、長期保証金

(一年内含む)残高は、売掛債権

等の流動化(信託方式及び譲渡

方式)によりそれぞれ30,135百

万円及び3,890百万円減少して

おります。 

※２ 当中間連結会計期間末の受取

手形及び売掛金、長期保証金

(一年内含む)残高は、売掛債権

等の流動化(信託方式及び譲渡

方式)によりそれぞれ28,821百

万円及び2,893百万円減少して

おります。 

※２ 当連結会計年度末の受取手形

及び売掛金、長期保証金(一年

内含む)残高は、売掛債権等の

流動化(信託方式及び譲渡方式)

によりそれぞれ26,871百万円及

び3,467百万円減少しておりま

す。 

※３ 担保資産 

   上記担保資産は、長期借入金

61,782百万円、短期借入金

4,057百万円の担保に供して

おります。 

その他 
(流動資産) 

35百万円

建物及び 
構築物 

10,264百万円

土地 20,686百万円

長期貸付金 46,712百万円

長期保証金 64,800百万円

合計 142,499百万円

※３ 担保資産 

   上記担保資産は、長期借入金

58,193百万円、短期借入金

3,588百万円の担保に供して

おります。 

その他
(流動資産)

35百万円

建物及び
構築物 

10,269百万円

土地 20,686百万円

長期貸付金 46,161百万円

長期保証金 64,800百万円

合計 141,953百万円

※３ 担保資産 

   上記担保資産は、長期借入金

58,984百万円及び短期借入金

3,934百万円の担保に供して

おります。 

短期貸付金 35百万円

建物及び
構築物 

10,391百万円

土地 20,686百万円

長期貸付金 46,712百万円

長期保証金 64,800百万円

合計 142,626百万円

※４ 供託資産 

   上記の資産は、割賦販売法等

に基づいて供託しておりま

す。 

現金及び 
預金 

31百万円

有価証券 19百万円

投資 
有価証券 

6,802百万円

長期保証金 19百万円

合計 6,873百万円

※４ 供託資産 

   上記の資産は、割賦販売法等

に基づいて供託しておりま

す。 

現金及び
預金 

46百万円

投資 
有価証券 

8,814百万円

長期保証金 19百万円

合計 8,880百万円

※４ 供託資産 

   上記の資産は、割賦販売法等

に基づいて供託しておりま

す。 

現金及び
預金 

36百万円

投資
有価証券 

8,814百万円

長期保証金 19百万円

合計 8,870百万円

 ５ 偶発債務 

   ①従業員の住宅ローンに対す

る連帯保証 

2,577百万円 

 ５ 偶発債務 

   ①従業員の住宅ローンに対す

る連帯保証 

2,060百万円 

 ５ 偶発債務 

   ①従業員の住宅ローンに対す

る連帯保証 

2,349百万円 

   ②銀行借入金等に対する連帯

保証 

３件 166百万円

合計 2,743百万円

   ②銀行借入金等に対する連帯

保証 

３件 154百万円

合計 2,215百万円

   ②銀行借入金等に対する連帯

保証 

３件 139百万円

合計 2,489百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

※１ 固定資産売却益 
土地 1,319百万円
その他 196百万円

合計 1,515百万円

※１ 固定資産売却益 
その他 10百万円

※１ 固定資産売却益 
土地 1,725百万円
その他 193百万円

合計 1,919百万円

※２ 固定資産売却損 
土地 835百万円
その他 8百万円

合計 844百万円

※２ 固定資産売却損 
その他 41百万円

※２ 固定資産売却損 
土地 917百万円

※３ 固定資産除却損 
建物及び構築物 1,119百万円

その他の固定資 
産 

1,056百万円

原状回復費用 1,460百万円

合計 3,636百万円

※３ 固定資産除却損 
建物及び構築物 1,092百万円

その他の固定資
産 

406百万円

原状回復費用 694百万円

合計 2,194百万円

※３ 固定資産除却損 
建物及び構築物 1,949百万円

その他の固定資 
産 

1,605百万円

原状回復費用 1,987百万円

合計 5,542百万円

※４ 固定資産評価損 
――― 

※４ 固定資産評価損 
   電話加入権に係る評価損であ

ります。 

※４ 固定資産評価損 
   電話加入権に係る評価損であ

ります。 

※５ 減損損失 
――― 

※５ 減損損失 
   当社及び連結子会社は、以下

の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

   当社及び連結子会社は、キャ
ッシュ・フローを生み出す最小
単位として、主として店舗等を
基本単位としてグルーピングし
ております。営業活動から生ず
る損益が継続してマイナスとな
る見込みである資産グループの
帳簿価額を回収可能価額まで減
額し、当該減少額を減損損失23
百万円として計上しました。 

   なお、当該グループの回収可
能価額はないものとしておりま
す。 

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

㈱ホテル 
シーガル髙島屋 
(大阪市港区) 

ホテル
システ
ム 

無形
固定 
資産 
その他

23

※５ 減損損失 
   当連結会計年度において、当

社及び連結子会社は以下の資産

グループについて減損損失を計

上しました。 

   当社及び連結子会社は、キャ
ッシュ・フローを生み出す最小
単位として、主として店舗を基
本単位としてグルーピングして
おります。営業活動から生ずる
損益が継続してマイナスとなる
見込みである資産グループの帳
簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失
3,374百万円として計上しまし
た。 

   回収可能価額は、店舗等につ
いては使用価値を、遊休資産に
ついては正味売却価額を適用し
ております。なお、使用価値に
ついては、将来キャッシュ・フ
ローを４％で割り引いて算定し
ております。また、正味売却価
額については、路線価方式によ
る相続税評価額を使用しており
ます。 

場所 用途 種類 減損損失
(百万円)

㈱髙島屋堺店
(大阪府堺市) 店舗等 建物 

その他 
923
304

㈱髙島屋立川店
(東京都立川市) 店舗等 

建物 
その他 

1,588
207

その他 店舗等 
建物 
土地 
その他 

133
130
86



  

  
  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

※６ 事業構造改革損 

早期退職制度に 
伴う割増金 

1,785百万円

※６ 事業構造改革損 

早期退職制度に
伴う割増金 

1,680百万円

事業再編に伴う
諸掛費 

945百万円

棚卸資産評価損 524百万円

合計 3,150百万円

※６ 事業構造改革損 

早期退職制度に 
伴う割増金 

4,999百万円

事業再編に伴う 
固定資産評価損 

714百万円

合計 5,714百万円

 ７ 法人税等の会計処理 
――― 

 ７ 法人税等の会計処理 
   当中間連結会計期間に係る納
付税額及び法人税等調整額は、
提出会社の当期において予定し
ている利益処分による圧縮積立
金の取崩しを前提として当中間
連結会計期間に係る金額を計算
しております。 

 ７ 法人税等の会計処理 
――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 42,181百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△55百万円

現金及び現金同等
物の中間期末残高 

42,125百万円

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 71,218百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△236百万円

現金及び現金同等
物の中間期末残高

70,982百万円

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

現金及び預金勘定 61,303百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金 

△48百万円

現金及び現金同等
物の期末残高 

61,255百万円



(リース取引関係) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

 (借主側) 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

   なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。 

  
機械装置 
及び 
運搬具 

器具及び 
備品 合計 

取得価額 
相当額 
(百万円) 

244 1,538 1,782

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

102 658 760

中間期末 
残高 
相当額 
(百万円) 

141 880 1,022

 (借主側) 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

   なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。 

  
機械装置
及び 
運搬具 

器具及び
備品 合計

取得価額 
相当額 
(百万円) 

804 10,451 11,255

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

587 6,652 7,240

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円) 

― 134 134

中間期末 
残高 
相当額 
(百万円) 

216 3,664 3,881

 (借主側) 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額 

   なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

機械装置
及び 
運搬具 

器具及び 
備品 合計 

取得価額
相当額 
(百万円) 

362 1,937 2,299

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

127 919 1,047

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円) 

― 127 127

期末残高
相当額 
(百万円) 

235 890 1,125

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

   (注) １ 未経過リース料中

間期末残高相当額

は、未経過リース

料中間期末残高が

有形固定資産の中

間期末残高等に占

める割合が低いた

め、支払利子込み

法により算定して

おります。 

１年内 319百万円

１年超 817百万円

合計 1,136百万円

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額及びリース資産減損勘

定中間期末残高 

   なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

１年内 1,775百万円

１年超 2,202百万円

合計 3,977百万円

   

リース資産
減損勘定中間
期末残高 

96百万円

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額及びリース資産減損勘定期

末残高 

   (注) １ 未経過リース料期

末残高相当額は、

未経過リース料期

末残高が有形固定

資産の期末残高等

に占める割合が低

いため、支払利子

込み法により算定

しております。 

１年内 335百万円

１年超 790百万円

合計 1,125百万円

   

リース資産 
減損勘定期 
末残高 

127百万円



  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

      ２ このうち転リース

物件に係る借手側

の未経過リース料

の期末残高相当額

は114百万円(うち

１年内15百万円)で

あります。 

        ２ このうち転リース

物件に係る借手側

の未経過リース料

の期末残高相当額

は68百万円(うち１

年内８百万円)であ

ります。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 156百万円

減価償却費相当額 156百万円

 (3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額及び減損損失 

支払リース料 980百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

37百万円

減価償却費相当額 943百万円

減損損失 6百万円

 (3) 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額及び減損損失 

支払リース料 396百万円

リース資産減損 
勘定の取崩額 

―百万円

減価償却費相当額 396百万円

減損損失 127百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (貸主側) 

 (1) リース物件の取得価額、減価

償却累計額及び中間期末残高 

  
器具及び 
備品 

合計 

取得価額 
(百万円) 

7,478 7,478

減価償却 
累計額 
(百万円) 

2,467 2,467

中間期末残高 
(百万円) 

5,010 5,010

 (貸主側) 

 (1) リース物件の取得価額、減価

償却累計額及び中間期末残高 

――― 

 (貸主側) 

 (1) リース物件の取得価額、減価

償却累計額及び期末残高 

器具及び
備品 

合計 

取得価額
(百万円) 

7,951 7,951 

減価償却
累計額 
(百万円) 

3,349 3,349 

期末残高
(百万円) 

4,601 4,601 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

   (注) １ 未経過リース料中

間期末残高相当額

は、未経過リース

料中間期末残高及

び見積残存価額の

残高の合計額が、

営業債権の中間期

末残高等に占める

割合が低いため、

受取利子込み法に

より算定しており

ます。 

１年内 1,280百万円

１年超 3,856百万円

合計 5,136百万円

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

――― 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

   (注) １ 未経過リース料期

末残高相当額は、

未経過リース料期

末残高及び見積残

存価額の残高の合

計額が営業債権の

期末残高等に占め

る割合が低いた

め、受取利子込み

法により算定して

おります。 

１年内 1,285百万円

１年超 3,591百万円

合計 4,877百万円



  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

      ２ このうち転リース

物件に係る貸手側

の未経過リース料

の期末残高相当額

は126百万円(うち

１年内16百万円)で

あります。 

        ２ このうち転リース

物件に係る貸手側

の未経過リース料

の期末残高相当額

は77百万円(うち１

年内９百万円)であ

ります。 

 (3) 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 585百万円

減価償却費 585百万円

 (3) 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 316百万円

減価償却費 316百万円

 (3) 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 1,286百万円

減価償却費 1,286百万円

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

  未経過リース料 

１年内 13,990百万円

１年超 152,202百万円

合計 166,192百万円

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

  未経過リース料 

１年内 13,940百万円

１年超 137,808百万円

合計 151,748百万円

２ オペレーティング・リース取引 

 (借主側) 

  未経過リース料 

１年内 13,940百万円

１年超 144,778百万円

合計 158,718百万円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年８月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証

券評価損０百万円を計上しております。 

なお、下落率が30～50％の株式の減損にあたっては、個別銘柄毎に、当中間連結会計期間における最高値・最安値と帳簿価

格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比

率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

２ 時価のない有価証券の主な内容 

  

  

区分 
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券     

   国債・地方債 9,493 9,787 294

計 9,493 9,787 294

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

(2) その他有価証券     

 ① 株式 23,344 50,231 26,887

 ② 債券  

   国債・地方債 29 29 0

   社債 432 423 △8

計 23,807 50,685 26,878

内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) 子会社及び関連会社株式 

   非上場株式(店頭売買株式を除く) 22,717 

計 22,717 

(2) その他有価証券 

   非上場株式(店頭売買株式を除く) 6,296 

計 6,296 



当中間連結会計期間末(平成17年８月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

また、下落率が30～50％の株式の減損にあたっては、個別銘柄毎に、当中間連結会計期間における最高値・最安値と帳簿価

格との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比

率の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

２ 時価のない有価証券の主な内容 

  

  

区分 
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券     

   国債・地方債 9,493 9,830 336

計 9,493 9,830 336

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

(2) その他有価証券     

 ① 株式 17,926 45,223 27,297

 ② 債券  

   国債・地方債 19 19 0

計 17,945 45,243 27,297

内容 中間連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) 子会社及び関連会社株式 

   非上場株式 23,560 

計 23,560 

(2) その他有価証券 

   非上場株式 6,153 

計 6,153 



前連結会計年度末(平成17年２月28日) 

１ 時価のある有価証券 

  

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評

価損０百万円を計上しております。 

なお、下落率が30～50％の株式の減損にあたっては、個別銘柄毎に、当連結会計年度における最高値・最安値と帳簿価格と

の乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の

検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

２ 時価のない有価証券の主な内容 

  

  

区分 
連結貸借対照表
計上額(百万円) 

時価(百万円) 差額(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券     

   国債・地方債 9,493 9,813 319

計 9,493 9,813 319

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

(2) その他有価証券     

 ① 株式 17,923 40,215 22,291

 ② 債券     

   国債・地方債 19 19 △0

計 17,943 40,234 22,291

内容 連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) 子会社及び関連会社株式 

   非上場株式 22,924 

計 22,924 

(2) その他有価証券 

   非上場株式(店頭売買株式を除く) 6,160 

計 6,160 



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年８月31日) 

(1) 通貨関連 

  

(注) １ 時価は当該デリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２ 上記の通貨スワップ取引の契約額等は、あくまで名目的な契約額であるため、当該金額自体が各々の取引に係る市場リス

クや信用リスクを表すものではありません。 

３ ヘッジ会計が適用されているデリバティブは除いております。 

  

(2) 金利関連 

ヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間末(平成17年８月31日) 

ヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度末(平成17年２月28日) 

ヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しております。 

  

前へ     

区分 種類 
契約額等
(百万円) 

契約額等のうち
１年超(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

市場取引 
以外の取引 

スワップ取引  

 受取円・ 
 支払シンガポールドル 

888 ― 52 52

合計 888 ― 52 52



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年３月１日 至 平成16年８月31日) 

  

(注) １ 事業区分は、商品、役務の種類・性質等を勘案し、百貨店業、建装事業、不動産業及び金融・リース業に区分しました。

２ その他事業の主な内容は、通信販売事業、衣料品等卸売業及び縫製業であります。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

  

(注) １ 事業区分は、商品、役務の種類・性質等を勘案し、百貨店業、建装事業、不動産業及び金融・リース業に区分しました。

２ その他事業の主な内容は、通信販売事業、衣料品等卸売業及び縫製業であります。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

  

  百貨店業
(百万円) 

建装事業 
(百万円) 

不動産業
(百万円) 

金融・
リース業 
(百万円) 

その他
事業 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

 営業収益及び営業損益      

   営業収益      

 (1) 外部顧客に対する営業収益 448,030 19,432 8,424 5,313 23,152 504,352 ― 504,352

 (2) セグメント間の 
   内部営業収益又は振替高 1,491 2,577 2,514 3,328 35,434 45,345 (45,345) ―

計 449,521 22,009 10,938 8,641 58,586 549,698 (45,345) 504,352

   営業費用 441,838 21,885 8,200 7,135 58,435 537,494 (44,897) 492,597

   営業利益 7,682 124 2,738 1,506 151 12,203 (448) 11,755

  百貨店業
(百万円) 

建装事業 
(百万円) 

不動産業
(百万円) 

金融・
リース業 
(百万円) 

その他
事業 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

 営業収益及び営業損益      

   営業収益      

 (1) 外部顧客に対する営業収益 444,530 14,804 11,174 5,019 21,522 497,051 ― 497,051

 (2) セグメント間の 
   内部営業収益又は振替高 3,204 1,835 2,707 1,935 33,841 43,524 (43,524) ―

計 447,734 16,639 13,882 6,954 55,364 540,575 (43,524) 497,051

   営業費用 437,803 16,370 11,027 5,886 55,050 526,139 (43,472) 482,667

   営業利益 9,930 269 2,854 1,067 313 14,435 (51) 14,384



前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

  

(注) １ 事業区分は、商品、役務の種類・性質等を勘案し、百貨店業、建装事業、不動産業、金融・リース業に区分しました。 

２ その他事業の主な内容は、通信販売事業、衣料品等卸売業及び縫製業であります。 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年３月１日 至 平成16年８月31日) 

所在地別セグメント情報は、日本での営業収益の金額が、全セグメントの営業収益の合計額の90％超であるた

め、記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

所在地別セグメント情報は、日本での営業収益の金額が、全セグメントの営業収益の合計額の90％超であるた

め、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

所在地別セグメント情報は、日本での営業収益の金額が、全セグメントの営業収益の合計額の90％超であるた

め、記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年３月１日 至 平成16年８月31日) 

海外営業収益は、連結営業収益の10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日) 

海外営業収益は、連結営業収益の10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

海外営業収益は、連結営業収益の10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。 

  

  百貨店業 
(百万円) 

建装事業 
(百万円) 

不動産業
(百万円) 

金融・
リース業 
(百万円) 

その他
事業 
(百万円) 

計
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

営業収益及び営業損益       

   営業収益       

 (1) 外部顧客に対する 
   営業収益 917,828 34,581 16,974 11,017 45,950 1,026,353 ― 1,026,353

 (2) セグメント間の 
   内部営業収益 
   又は振替高 

2,870 4,223 4,984 6,288 70,637 89,002 (89,002) ―

計 920,698 38,804 21,958 17,305 116,588 1,115,356 (89,002) 1,026,353

  営業費用 900,069 38,386 16,749 14,694 115,545 1,085,446 (88,089) 997,356

  営業利益 20,628 417 5,209 2,611 1,042 29,909 (913) 28,996



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１株当たり純資産額 618円73銭 １株当たり純資産額 667円37銭 １株当たり純資産額 634円09銭

１株当たり中間純利益 17円52銭 １株当たり中間純利益 25円51銭 １株当たり当期純利益 45円25銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

16円73銭
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益 

24円38銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

43円23銭

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日)

中間連結損益計算書及び 
連結損益計算書上の 
中間(当期)純利益(百万円) 

5,401 7,862 13,946

普通株式に係る中間(当期)
純利益(百万円) 

5,401 7,862 13,946

普通株主に帰属しない金額
(百万円) 

― ― ―

普通株式の期中平均株式数
(株) 

308,204,416 308,156,636 308,192,051

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に用い
られた中間(当期)純利益調整
額の主要な内訳(百万円) 

 

その他営業外収益 
(税額相当額控除後) 

6 △6 △13

中間(当期)純利益調整額 
(百万円) 

6 △6 △13

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に用い
られた普通株式増加数の主要
な内訳(株) 

 

転換社債型 
新株予約権付社債 

14,053,803 14,053,803 14,053,803

普通株式増加数(株) 14,053,803 14,053,803 14,053,803

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要 

― ― ―



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    前中間会計期間末 

(平成16年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

 １ 現金及び預金   30,429   61,695 48,789   

 ２ 受取手形   1,975   1,760 1,841   

 ３ 売掛金 ※４ 26,087   25,321 27,723   

 ４ たな卸資産   30,368   29,760 30,172   

 ５ その他 ※４ 31,711   20,985 27,329   

   貸倒引当金   △187   △156 △163   

   流動資産合計    120,386 18.6 139,368 21.5   135,693 21.0

Ⅱ 固定資産          

 １ 有形固定資産 ※１        

  (1) 建物 ※２ 83,758   78,211 79,451   

  (2) 土地 ※２ 119,185   118,540 118,539   

  (3) その他   10,329   11,339 10,407   

   有形固定資産合計   213,273   208,091 208,399   

 ２ 無形固定資産   8,165   8,141 7,962   

 ３ 投資その他の資産          

  (1) 投資有価証券 ※２ 55,397   50,320 45,402   

  (2) 関係会社株式   63,506   61,623 61,614   

  (3) 長期貸付金 ※２ 88,668   87,000 88,489   

  (4) 長期保証金 ※2.4 98,161   96,643 97,561   

  (5) 繰延税金資産   13,400   13,738 14,944   

  (6) その他   2,954   2,807 2,913   

    貸倒引当金   △15,684   △18,724 △15,914   

   投資その他の 
   資産合計   306,403   293,408 295,012   

   固定資産合計    527,842 81.4 509,641 78.5   511,374 79.0

   資産合計    648,228 100.0 649,009 100.0   647,068 100.0

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

 １ 支払手形   407   16 72   

 ２ 買掛金   69,280   68,895 65,111   

 ３ 短期借入金 ※２ 57,721   81,666 68,718   

 ４ 社債(１年内償還)   5,000   15,000 15,000   

 ５ 未払法人税等   65   2,483 2,572   

 ６ 商品券   40,992   40,291 38,998   

 ７ 預り金   43,680   45,388 44,284   

 ８ 役員賞与引当金   ―   ― 18   

 ９ ポイント金券引当金   2,802   2,638 2,884   

 10 その他 ※５ 21,276   22,054 27,323   

   流動負債合計    241,226 37.2 278,435 42.9   264,983 41.0



  

  

    前中間会計期間末 

(平成16年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

Ⅱ 固定負債          

 １ 社債   40,000   25,000 30,000   

 ２ 長期借入金 ※２ 114,201   92,211 101,751   

 ３ 退職給付引当金   59,702   50,961 52,631   

 ４ 役員退職慰労引当金   326   236 378   

 ５ その他   11,354   14,438 14,175   

   固定負債合計    225,584 34.8 182,848 28.2   198,936 30.7

   負債合計    466,811 72.0 461,283 71.1   463,920 71.7

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    39,085 6.0 39,085 6.0   39,085 6.0

Ⅱ 資本剰余金          

  資本準備金   9,711   9,711 9,711   

  その他資本剰余金   17,382   17,389 17,388   

   資本剰余金合計    27,094 4.2 27,100 4.2   27,099 4.2

Ⅲ 利益剰余金          

  利益準備金   60   60 60   

  任意積立金   84,198   84,045 84,198   

  中間(当期)未処分利益   10,426   16,700 14,867   

   利益剰余金合計    94,684 14.6 100,806 15.5   99,126 15.3

Ⅳ 土地再評価差額金    5,382 0.9 5,341 0.9   5,341 0.9

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金    15,572 2.4 15,850 2.4   12,926 2.0

Ⅵ 自己株式    △402 △0.1 △458 △0.1   △431 △0.1

   資本合計    181,417 28.0 187,725 28.9   183,147 28.3

   負債資本合計    648,228 100.0 649,009 100.0   647,068 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    407,046 100.0 399,345 100.0   831,006 100.0

Ⅱ 売上原価    295,075 72.5 289,157 72.4   602,963 72.6

   売上総利益    111,970 27.5 110,188 27.6   228,042 27.4

Ⅲ その他の営業収入    5,522 1.4 5,611 1.4   10,903 1.4

   営業総利益    117,493 28.9 115,800 29.0   238,945 28.8

Ⅳ 販売費及び一般管理費 ※５  110,527 27.2 106,724 26.7   220,073 26.5

   営業利益    6,965 1.7 9,076 2.3   18,872 2.3

Ⅴ 営業外収益 ※１  4,924 1.2 5,127 1.3   8,120 1.0

Ⅵ 営業外費用 ※２  3,569 0.9 3,799 1.0   7,379 0.9

   経常利益    8,320 2.0 10,404 2.6   19,613 2.4

Ⅶ 特別利益 ※３  1,284 0.3 2 0.0   9,536 1.1

Ⅷ 特別損失 ※４  4,522 1.1 5,233 1.3   13,914 1.7

   税引前中間(当期) 
   純利益    5,081 1.2 5,172 1.3   15,236 1.8

   法人税、住民税 
   及び事業税   30   2,572 2,730   

   法人税等調整額   2,020 2,050 0.5 △235 2,337 0.6 3,918 6,648 0.8

   中間(当期)純利益    3,031 0.7 2,835 0.7   8,587 1.0

前期繰越利益    6,974 13,864   6,974 

中間配当額    ― ―   1,155 

土地再評価差額金取崩額    420 ―   461 

   中間(当期)未処分 
   利益    10,426 16,700   14,867 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

 (1) 有価証券 

      

  ① 満期保有目的

の債券 

 償却原価法 同左 同左 

  ② 子会社株式及

び関連会社株

式 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

  ③ その他有価証

券 

      

    時価のあるも

の 

 中間期末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定しておりま

す。) 

同左  期末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定しておりま

す。) 

    時価のないも

の 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2) デリバティブ  時価法 同左 同左 

 (3) たな卸資産       

  ① 商品  売価還元法及び個別法に

よる原価法 

 但し、通信販売事業本部

の商品は先入先出法による

原価法 

同左 同左 

  ② 貯蔵品  先入先出法による原価法 同左 同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

      

 (1) 有形固定資産  定額法を採用しておりま

す。 

 なお、耐用年数及び残存

価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基

準によっております。 

同左 同左 

 (2) 無形固定資産  定額法を採用しておりま

す。 

 なお、償却年数について

は、法人税法に規定する方

法と同一の基準によってお

ります。 

 但し、将来の収益獲得又

は費用削減が確実なコンピ

ュータソフトウェア開発費

については、５年間で均等

償却しております。 

同左 同左 



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

３ 引当金の計上基準       

 (1) 貸倒引当金  債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

同左 同左 

 (2) 役員賞与引当金 ―――  役員賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき

計上しております。 

 なお、当中間会計期間に

おいては合理的に見積もる

ことが困難なため、計上し

ておりません。 

 役員賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき

計上しております。 

    ――― (追加情報) 

 「役員賞与の会計処理に

関する当面の取扱い」(企

業会計基準委員会 実務対

応報告第13号)が平成16年

３月９日以降に終了する事

業年度に係る財務諸表から

適用されることになったこ

とに伴い、従来、株主総会

決議時に未処分利益の減少

として会計処理していた役

員賞与を、当事業年度から

発生時に費用処理しており

ます。 

 この結果、従来の方法に

比べて、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益

が、18百万円減少しており

ます。 

 (3) ポイント金券引

当金 

 ポイント金券の発行に備

えるため、当中間会計期間

末におけるポイント残高に

対する将来の金券発行見積

り額のうち費用負担となる

原価相当額を計上しており

ます。 

同左  ポイント金券の発行に備

えるため、当期末における

ポイント残高に対する将来

の金券発行見積り額のうち

費用負担となる原価相当額

を計上しております。 



  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

 (4) 退職給付引当金  従業員の退職給付に備え

るため、当期末における退

職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当中間会

計期間末において発生して

いると認められる額を計上

しております。 

 過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定額

法により費用処理しており

ます。 

 数理計算上の差異につい

ては、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定

額法により、それぞれ発生

の翌期から費用処理してお

ります。 

同左  従業員の退職給付に備え

るため、当期末における退

職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当期末に

おいて発生していると認め

られる額を計上しておりま

す。 

 過去勤務債務について

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定額

法により費用処理しており

ます。 

 数理計算上の差異につい

ては、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定

額法により、それぞれ発生

の翌期から費用処理してお

ります。 

 (5) 役員退職慰労引

当金 

 役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を引当

計上しております。 

同左  役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づ

く当期末要支給額を引当計

上しております。 

４ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

５ ヘッジ会計の方法       

 (1) ヘッジ会計の方

法 

 繰延ヘッジ処理によって

おります。 

 なお、為替予約取引・通

貨スワップ取引については

振当処理を行っておりま

す。 

 繰延ヘッジ処理によって

おります。 

 なお、為替予約取引につ

いては振当処理の要件を満

たしている場合には、振当

処理を行っております。 

 繰延ヘッジ処理によって

おります。 

 なお、為替予約取引・通

貨スワップ取引については

振当処理の要件を満たして

いる場合には、振当処理を

行っております。 

 (2) ヘッジ手段とヘ

ッジ対象 

ヘッジ手段 

 為替予約取引及び通貨ス

ワップ取引を行っておりま

す。 

ヘッジ手段 

 為替予約取引を行ってお

ります。 

ヘッジ手段 

 為替予約取引及び通貨ス

ワップ取引を行っておりま

す。 

  ヘッジ対象 

 外貨建営業債権・債務、

貸付金及び貸付金の受取利

息 

ヘッジ対象 

 外貨建営業債権・債務 

ヘッジ対象 

 外貨建営業債権・債務、

貸付金及び貸付金の受取利

息 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

 (3) ヘッジ方針  当社のリスク管理方針に

基づき、為替変動リスクを

ヘッジすることとしており

ます。 

同左 同左 

 (4) ヘッジ有効性評

価の方法 

 ヘッジ対象及びヘッジ手

段について、毎会計年度末

(中間会計期間末を含む)に

個別取引ごとのヘッジ効果

を検証していますが、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象の資

産・負債又は予定取引に関

する重要な条件が同一であ

り、高い有効性があるとみ

なされる場合には有効性の

判定を省略しております。 

同左 同左 

 (5) リスク管理体制  重要なデリバティブ取引

については、当社の経理規

定に従い取締役会の決議又

は稟議決裁を行い、管理本

部財務部で取引を実行する

とともに管理しておりま

す。 

同左 同左 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

      

  消費税等の会計処

理 

 消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 



会計処理の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

――― ――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))及

び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日)が平

成16年３月31日以降に終了する事業

年度に係る財務諸表から適用できる

ことになったことに伴い、当事業年

度から同会計基準及び同適用指針を

適用しております。 

 これに伴い、税引前当期純利益は

3,169百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き当該各資産の金額から直接控除し

ております。 

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

――― (法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示方法) 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以降に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が350百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が、

350百万円減少しております。 

――― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

前中間会計期間末 
(平成16年８月31日) 

当中間会計期間末
(平成17年８月31日) 

前事業年度末 
(平成17年２月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

128,018百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

130,965百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

129,720百万円 

※２ 担保に供している資産 

   土地・建物のうち、大阪店納

品駐車場土地1,048百万円及び

大阪東別館土地6,258百万円・

建物521百万円は、長期借入金

1,606百万円、短期借入金427百

万円に対して担保に供されてお

ります。 

   投資有価証券のうち、国債

(額面20百万円・簿価19百万円)

は宅地建物取引業法による営業

保証金として担保に供されてお

ります。 

   長期貸付金のうち、不動産変

換ローン(新宿駅)に関する貸付

金43,718百万円は長期借入金

14,278百万円及び短期借入金

1,756百万円に対し、担保に供

されております。 

   長期保証金のうち、タイムズ

スクエアビルの入居保証金及び

敷金64,800百万円は、レールシ

ティ東開発㈱からの長期借入金

40,000百万円に対して担保に供

されております。 

※２ 担保に供している資産 

   土地・建物のうち、大阪店納

品駐車場土地1,048百万円及び

大阪東別館土地6,258百万円・

建物486百万円は、長期借入金

1,165百万円、短期借入金440百

万円に対して担保に供されてお

ります。 

   投資有価証券のうち、国債

(額面20百万円・簿価19百万円)

は宅地建物取引業法による営業

保証金として担保に供されてお

ります。 

   長期貸付金のうち、不動産変

換ローン(新宿駅)に関する貸付

金43,202百万円は長期借入金

12,522百万円及び短期借入金

1,756百万円に対し、担保に供

されております。 

   長期保証金のうち、タイムズ

スクエアビルの入居保証金及び

敷金64,800百万円は、レールシ

ティ東開発㈱からの長期借入金

40,000百万円に対して担保に供

されております。 

※２ 担保に供している資産 

   土地・建物のうち、大阪店納

品駐車場土地1,048百万円及び

大阪東別館土地6,258百万円・

建物510百万円は、長期借入金

1,381百万円、短期借入金440百

万円に対して担保に供されてお

ります。 

   投資有価証券のうち、国債

(額面20百万円・簿価19百万円)

は宅地建物取引業法による営業

保証金として担保に供されてお

ります。 

   長期貸付金のうち、不動産変

換ローン(新宿駅)に関する貸付

金43,718百万円は長期借入金

12,522百万円及び短期借入金

1,756百万円に対し、担保に供

されております。 

   長期保証金のうち、タイムズ

スクエアビルの入居保証金及び

敷金64,800百万円は、レールシ

ティ東開発㈱からの長期借入金

40,000百万円に対して担保に供

されております。 

 ３ 偶発債務 

 ①銀行借入金等の連帯保証 

髙栄リース㈱ 10,250百万円

東神開発㈱ 4,000百万円

その他２件 53百万円

 ３ 偶発債務 

 ①銀行借入金等の連帯保証 

髙栄リース㈱ 5,150百万円

東神開発㈱ 3,670百万円

その他２件 78百万円

 ３ 偶発債務 

 ①関係会社等の銀行借入金等に対

する連帯保証 

髙栄リース㈱ 5,700百万円

東神開発㈱ 3,890百万円

その他２件 54百万円

 ②従業員の住宅ローンに対する保

証 

  2,565百万円

 合計 16,868百万円

 ②従業員の住宅ローンに対する保

証 

  2,052百万円

 合計 10,951百万円

 ②従業員の住宅ローンに対する保

証 

  2,339百万円

 合計 11,983百万円



  

  
  

前中間会計期間末 
(平成16年８月31日) 

当中間会計期間末
(平成17年８月31日) 

前事業年度末 
(平成17年２月28日) 

※４ 当中間期末の売掛金及び長期

保証金(１年内含む)残高は、売

掛債権等の流動化(信託方式及

び譲渡方式)によりそれぞれ

20,526百万円及び1,908百万円

減少しております。 

※４ 当中間期末の売掛金及び長期

保証金(１年内含む)残高は、売

掛債権等の流動化(信託方式及

び譲渡方式)によりそれぞれ

20,168百万円及び1,406百万円

減少しております。 

※４ 当期末の売掛金及び長期保証

金(１年内含む)残高は、売掛債

権等の流動化(信託方式及び譲

渡方式)によりそれぞれ19,810

百万円及び1,484百万円減少し

ております。 

※５ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

※５ 消費税等の取扱い 

同左 

※５     ――― 



(中間損益計算書関係) 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,029百万円

受取配当金 1,107百万円

債務勘定整理 1,694百万円

固定資産受贈益 910百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,002百万円

受取配当金 1,643百万円

債務勘定整理 1,740百万円

固定資産受贈益 402百万円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 2,041百万円

受取配当金 1,282百万円

債務勘定整理 3,114百万円

固定資産受贈益 1,394百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 2,226百万円

債務勘定整理 
繰戻損 

1,142百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 2,097百万円

債務勘定整理
繰戻損 

1,176百万円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 4,363百万円

債務勘定整理 
繰戻損 

2,175百万円

※３ 特別利益の内訳 

土地売却益 102百万円

投資有価証券 
売却益 

41百万円

関係会社株式 
売却益 

990百万円

関係会社 
清算配当金 

150百万円

その他 0百万円

※３ 特別利益の内訳 

投資有価証券
売却益 

2百万円

※３ 特別利益の内訳 

土地売却益 125百万円

投資有価証券 
売却益 

7,263百万円

関係会社株式 
売却益 

990百万円

関係会社
清算配当金 

1,134百万円

その他 22百万円

※４ 特別損失の内訳 

(注) 事業構造改革損の内訳 

土地売却損 272百万円

固定資産 
除却損 

2,761百万円

事業構造 
改革損 

1,449百万円

その他 38百万円

早期退職制度 
に伴う割増金 

1,449百万円

計 1,449百万円

※４ 特別損失の内訳 

(注) 事業構造改革損の内訳 

固定資産
除却損 

1,541百万円

投資有価証券
評価損 

2百万円

関係会社株式
評価損 

239百万円

事業構造
改革損 

3,449百万円

その他 0百万円

早期退職制度
に伴う割増金

682百万円

関係会社貸倒
引当金繰入額

2,767百万円

計 3,449百万円

※４ 特別損失の内訳 

(注1) 減損損失 

   当事業年度において、当社は 

  以下の資産グループについて減 

  損損失を計上しております。 

土地売却損 345百万円

固定資産
除却損 

3,773百万円

固定資産
評価損 

197百万円

減損損失 3,169百万円

関係会社株式 
評価損 

566百万円

貸倒引当金
繰入額 

70百万円

退職給付制度 
変更損 

347百万円

たな卸資産
評価損 

347百万円

事業構造
改革損 

5,080百万円

その他 15百万円

場所 用途 種類 
減損損失
(百万円)

堺店
（大阪府
堺市） 

店舗等
 建物 
 その他 

951
304

立川店
（東京都
立川市）

店舗等
 建物 
 その他 

1,629
207

その他 遊休資産  建物他 77



  

  

前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 

至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年３月１日 

至 平成17年２月28日) 

       当社は、キャッシュ・フロー

を生み出す最小単位として店舗

を基本単位として、遊休資産に

ついては、当該資産単独で資産

のグルーピングをしておりま

す。 

   営業活動から生じる損益が継

続してマイナスとなる見込みで

ある資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失3,092百万円

を特別損失に計上しました。遊

休資産については、今後経常的

な損失が予想されるため減損損

失77百万円を特別損失に計上し

ました。 

   回収可能価額は、店舗につい

ては使用価値を、遊休資産につ

いては正味売却価額を適用して

おります。なお、使用価値につ

いては、将来キャッシュ・フロ

ーを4％で割り引いて算定して

おります。また、正味売却価額

については、路線価方式による

相続税評価額を使用しておりま

す。 

 (注2) 事業構造改革損の内訳 

早期退職制度 
に伴う割増金 

4,602百万円

関係会社株式 
評価損 

246百万円

関係会社貸倒 
引当金繰入額 

232百万円

計 5,080百万円

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 4,156百万円

無形固定資産 317百万円

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 3,824百万円

無形固定資産 346百万円

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 8,279百万円

無形固定資産 631百万円

 ６     ―――  ６ 法人税等の会計処理 

   当中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当期

において予定している利益処分

による圧縮積立金の取崩しを前

提として当中間会計期間に係る

金額を計算しております。 

 ６     ――― 



(リース取引関係) 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 

   なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。 

  車両及び
運搬具 

器具及び
備品 合計 

取得価額 
相当額 
(百万円) 

77 6,786 6,863

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

37 4,001 4,038

中間期末 
残高 
相当額 
(百万円) 

40 2,785 2,825

   なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。 

  車両及び
運搬具 

器具及び
備品 合計

取得価額 
相当額 
(百万円) 

85 6,833 6,919

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

52 4,497 4,549

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円) 

― 117 117

中間期末
残高 
相当額 
(百万円) 

33 2,217 2,251

   なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

車両及び
運搬具 

器具及び
備品 合計 

取得価額
相当額 
(百万円) 

82 7,560 7,643

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

44 4,933 4,978

減損損失
累計額 
相当額 
(百万円) 

― 117 117

期末残高
相当額 
(百万円) 

37 2,508 2,546

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

   なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

１年内 1,203百万円

１年超 1,621百万円

合計 2,825百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

   なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

１年内 1,074百万円

１年超 1,260百万円

合計 2,335百万円

   

リース資産
減損勘定 
中間期末残高 

84百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残

高 

   なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定して

おります。 

１年内 1,125百万円

１年超 1,421百万円

合計 2,546百万円

   

リース資産減損 
勘定期末残高 

117百万円



  
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 

至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年３月１日 

至 平成17年２月28日) 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 696百万円

減価償却費相当額 696百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失 

支払リース料 671百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

33百万円

減価償却費相当額 637百万円

減損損失 ―百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失 

支払リース料 1,385百万円

リース資産減損 
勘定の取崩額 

―百万円

減価償却費相当額 1,385百万円

減損損失 117百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 13,990百万円

１年超 152,202百万円

合計 166,192百万円

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 13,940百万円

１年超 137,808百万円

合計 151,748百万円

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 13,940百万円

１年超 144,778百万円

合計 158,718百万円



  
(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年８月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末(平成17年８月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成17年２月28日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

前中間会計期間末(平成16年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間末(平成17年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度末(平成17年２月28日) 

該当事項はありません。 

  



(2) 【その他】 

第140期中間配当について、平成17年10月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しました。 

  

中間配当金受領株主確定日 平成17年８月31日 

中間配当金 １株につき４円50銭 

中間配当金の総額     1,386百万円 

支払請求権の効力発生日 
並びに支払開始日 

平成17年11月21日 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

  
  

  

  

(1) 有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第139期) 

自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

  
平成17年５月26日 
関東財務局長に提出。 

(2) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第12号及び第19号(財政
状態及び経営成績に著しい影響を与
える事象)に基づく臨時報告書であり
ます。 

  

平成17年６月７日 
関東財務局長に提出。 

(3) 訂正発行登録書 
    

平成17年５月26日 
平成17年６月７日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年11月22日

株式会社 髙   島   屋 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社髙島屋の平成16年３月１日から平成17年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成16年３月１日から平成

16年８月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計

算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社髙島屋及び連結子会社の平成16年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間(平成16年３月１日から平成16年８月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

あ ず さ 監 査 法 人 

代表社員
関与社員

  公認会計士  高  橋     宏  ㊞ 

代表社員
関与社員

  公認会計士  文  倉  辰  永  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年11月18日

株式会社 髙   島   屋 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社髙島屋の平成17年３月１日から平成18年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年３月１日から平成

17年８月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計

算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社髙島屋及び連結子会社の平成17年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  高  橋     宏  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  文  倉  辰  永  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年11月22日

株式会社 髙   島   屋 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社髙島屋の平成16年３月１日から平成17年２月28日までの第139期事業年度の中間会計期間(平成16年３月１日から平成

16年８月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社髙島屋の平成16年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成16年３月１日か

ら平成16年８月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

あ ず さ 監 査 法 人 

代表社員
関与社員

  公認会計士  高  橋     宏  ㊞ 

代表社員
関与社員

  公認会計士  文  倉  辰  永  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年11月18日

株式会社 髙   島   屋 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社髙島屋の平成17年３月１日から平成18年２月28日までの第140期事業年度の中間会計期間(平成17年３月１日から平成

17年８月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社髙島屋の平成17年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年３月１日か

ら平成17年８月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  高  橋     宏  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  文  倉  辰  永  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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