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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】

連結経営指標等

　

回次
第144期

第１四半期連結累計(会計)期間
第143期

会計期間
自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日

自　平成20年３月１日
至　平成21年２月28日

売上高 (百万円) 208,297 976,116

経常利益 (百万円) 2,477 28,003

四半期(当期)純利益 (百万円) 316 11,750

純資産額 (百万円) 284,602 281,911

総資産額 (百万円) 769,825 750,957

１株当たり純資産額 (円) 851.70 843.77

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 0.95 35.61

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 0.92 34.47

自己資本比率 (％) 36.5 37.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,448 14,686

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,090 △38,348

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 8,787 14,121

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 36,515 27,750

従業員数 (名) 9,610 9,644

(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　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。
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２ 【事業の内容】

(1)事業内容の重要な変更

当第１四半期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）が営む事業の内容

について、重要な変更はありません。

　

(2)主要な関係会社の異動

　その他事業

㈱髙島屋保険＆テレコムは、平成21年３月に髙島屋保険㈱と髙島屋テレコム㈱に会社分割しました。

　

３ 【関係会社の状況】

㈱髙島屋保険＆テレコムは、平成21年３月に髙島屋保険㈱と髙島屋テレコム㈱に会社分割しました。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成21年５月31日現在

従業員数(名) 9,610(10,117)

(注) １　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者及び、当社グループ外から当社グループへの出向者

を除く就業人員であります。

２　「従業員数」欄の(外書)は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均人員であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年５月31日現在

従業員数(名) 6,709(5,737)

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者及び他社から当社への出向者を除く就業人員であります。

２　「従業員数」欄の(外書)は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期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。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

建装事業 3,064

その他事業 220

合計 3,285

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。
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

当第１四半期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。
　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

建装事業 3,495 10,581

その他事業 70 67

合計 3,565 10,648

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　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

当第１四半期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。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

百貨店業 188,216

建装事業 1,876

不動産業 7,403

金融業 2,857

その他事業 7,943

合計 208,297

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

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。
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２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社グループに関する財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析・検討内容は、原則とし
て四半期連結財務諸表に基づいて分析した内容であります。また、前年同四半期増減率及び増減額は、参考
として記載しております。

　

（1）　経営成績の分析
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、引続き世界的な金融・経済危機による景気停滞局面
の中で厳しい状況が続きました。 
　当社グループにおきましては、『髙島屋グループ長期プラン（＝新・成長戦略）』のローリングを実施
し、新たな目標達成に向けて構造改革を進め営業力の強化に努めました。 
　しかしながら、この厳しい経済環境の中、主力の国内百貨店をはじめとする当社グループの売上高は、前年
を大きく下回りました。 
　その結果、連結営業収益は208,297百万円（前年同期比13.3%減）、連結営業利益は2,122百万円（前年同期
比72.0%減）、連結経常利益は2,477百万円（前年同期比70.9%減）となり、連結四半期純利益は316百万円
（前年同期比93.0%減）となりました。 

　

事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりです。
＜百貨店業＞ 
　百貨店業においては、国内では「ナイスプライス」をはじめとする価格と品質のバランスが取れた商品に
加え、「ボイスファイル」や「バイヤーリコメンズ」など特徴ある商品の充実により、顧客ニーズに応えた
商品展開に努めました。同時に、横浜店では横浜開港150年および横浜店開店50周年に合わせた第1期改装
オープンや、記念催事の開催など集客や売上増大に向けた取り組みを強化しました。また、東神開発㈱が運
営する柏髙島屋ステーションモールでは、昨年10月開業した「新館」におけるラグジュアリーゾーンの
オープンによるフル開業（３月）を期に、髙島屋柏店を含めたステーションモール全体の売上増大を図る
取り組みを行いました。しかしながら、衣料品や高額品を中心に消費マインドは回復せず売上が低迷し、国
内百貨店は大幅な減収減益となりました。 
　海外では、タカシマヤ・シンガポール・リミテッドはシンガポール経済のマイナス成長の中、各種営業施
策の実施により小幅の売上減に留めましたが、円高による為替の影響が大きく、減収減益となりました。 
　この結果、営業収益は188,216百万円（前年同期比13.6%減）、営業利益は326百万円（前年同期比93.4%
減）となりました。

　

＜建装事業＞

建装事業においては、髙島屋スペースクリエイツ㈱は受注増大に向けた取り組みと経費削減に努めまし
たが、企業業績の悪化に伴う市場縮小や受注競争の激化から減収減益となりました。 
　営業収益は1,876百万円（前年同期比51.1%減）、営業利益は△461百万円となりました。

　

＜不動産事業＞ 
　不動産事業においては、東神開発㈱は昨年10月に開業した「柏髙島屋ステーションモール新館」の好調に
より増収を達成しました。しかしながら、開業に伴う一時的なコストの増加に加え「シンガポール髙島屋
ショッピングセンター」の支払賃料の増加や円高に伴う為替の影響などにより減益となりました。 
　この結果、営業収益は7,403百万円（前年同期比2.1%増）、営業利益は1,640百万円（前年同期比14.8%減）
となりました。 

　

＜金融業＞

金融業においては、髙島屋クレジット㈱は個人消費の冷え込みから百貨店の取扱手数料収入が減少した
ものの会員増加に伴う外部取扱手数料収入や年会費収入の増加などにより増収となりました。しかしなが
ら、雇用不安による延滞債権の増加に伴う貸倒引当金の積み増しにより減益となりました。 
　この結果、営業収益は2,857百万円（前年同期比6.8%増）、営業利益は538百万円（前年同期比2.5%減）と
なりました。

　

EDINET提出書類

株式会社髙島屋(E03013)

四半期報告書

 5/23



＜その他事業＞ 
　その他事業においては、通信販売事業の売上高は前年を下回りましたが、利益確保に向けたカタログの絞
込みなど経費の見直しを行った結果、利益は前年より改善しました。 
　この結果、営業収益は7,943百万円（前年同期比7.4%減）、営業利益は△38百万円となりました。 
　

　

（2）　財政状態の分析
当第１四半期連結会計期間末の資産は、769,825百万円と前連結会計年度末に比べ18,867百万円増加しま
した。これは季節要因による売掛金の増加や、有価証券が増加したことなどによるものです。負債について
は、485,222百万円と前連結会計年度末に比べ16,176百万円増加しました。これは季節要因による買掛金の
増加や、長期借入金が増加したことによるものです。純資産については、284,602百万円と前連結会計年度末
に比べ2,691百万円増加しました。
　

　

（3）　キャッシュ・フローの状況
当第１四半期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、8,765百万円増加し、
36,515百万円となりました。
営業活動キャッシュ・フローは、1,448百万円の支出となり、前年同期に比べ1,872百万円の支出の減少と
なりました。主な支出の減少要因は、税金等調整前四半期純利益が6,482百万円減少したものの、売上債権の
増加額が8,798百万円減少したことなどによるものです。
投資活動キャッシュ・フローは、1,090百万円の収入となり、前年同期に比べ3,490百万円の収入の増加と
なりました。主な収入の増加要因は、定期預金の払戻による収入が3,335百万円増加したことなどによるも
のです。
財務活動キャッシュ・フローは、8,787百万円の収入となり、前年同期に比べ11,409百万円の収入の増加
となりました。主な収入の増加要因は、長期借入金による収入が25,000百万円増加した一方で、コマーシャ
ル・ペーパーが13,000百万円減少したことなどによるものです。
　

　

（4）　事業上及び財務上の対処すべき課題
当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及
び新たに生じた課題はありません。

　

　

（5）　研究開発活動
　特記事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　　　当第１四半期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

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更並びに重要な設備の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 600,000,000

計 600,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成21年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年７月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 330,827,625330,827,625

大阪証券取引所
(市場第１部)

東京証券取引所
(市場第１部)

株主としての権利
内容に制限のな
い、標準となる株
式。単元株式数は
1,000株。

計 330,827,625330,827,625 ― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成21年７月１日からこの四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)

　
第１四半期会計期間末現在 
(平成21年５月31日)

新株予約権付社債の残高(百万円) 11,231

新株予約権の数(個) 11,231

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 上限10,559,774

新株予約権の行使時の払込金額(転換価額)(円) １株当たり1,074.20円

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。

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
1,074.20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。

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。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡制限はない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

EDINET提出書類

株式会社髙島屋(E03013)

四半期報告書

 8/23



　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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21年３月１日～
平成21年５月31日

― 330,827 ― 56,025 ― 26,634

　

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。

　

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成21年２月28日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成21年２月28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 883,000
―

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 327,646,000
　

327,646 同上

単元未満株式 普通株式 2,298,625
　

― 同上

発行済株式総数 330,827,625― ―

総株主の議決権 ― 327,646 ―

(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、1,000株(議決権１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、94株が含まれております。
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② 【自己株式等】

平成21年２月28日現在

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

883,000 0 883,000 0.27

計 ― 883,000 0 883,000 0.27

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　３月 　４月 　５月

最高(円) 650 715 657

最低(円) 473 564 566

(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、当四半期報告書提出までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当第１四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年５月31日まで）は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第50号）

附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しておりま

す。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成21年３月　

１日から平成21年５月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レ

ビューを受けております。
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１【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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※3
 31,569

※3
 31,165

受取手形及び売掛金 106,483 98,960

有価証券 ※3
 8,020

※3
 20

商品及び製品 43,845 42,409

仕掛品 2,575 1,958

原材料及び貯蔵品 512 521

その他 32,773 32,485

貸倒引当金 △996 △902

流動資産合計 224,784 206,617

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1, ※2
 161,140

※1, ※2
 160,854

土地 ※2
 202,179

※2
 202,165

その他（純額） ※1
 19,915

※1
 19,788

有形固定資産合計 383,235 382,808

無形固定資産

のれん ※5
 930

※5
 954

その他 18,092 18,318

無形固定資産合計 19,023 19,273

投資その他の資産

投資有価証券 ※3
 77,426

※3
 74,854

差入保証金 ※3
 43,996

※3
 43,787

その他 25,035 27,169

貸倒引当金 △3,677 △3,553

投資その他の資産合計 142,781 142,257

固定資産合計 545,040 544,340

資産合計 769,825 750,957
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 93,108 89,188

短期借入金 ※2
 17,027

※2
 14,249

1年内償還予定の社債 11,231 11,231

未払法人税等 2,609 3,571

前受金 77,529 73,536

商品券 48,857 49,572

ポイント引当金 4,257 4,177

建物等除却損失引当金 23 810

その他 54,360 67,491

流動負債合計 309,004 313,830

固定負債

社債 10,000 10,000

長期借入金 ※2
 74,462

※2
 53,755

退職給付引当金 56,762 56,639

役員退職慰労引当金 247 283

その他 34,746 34,537

固定負債合計 176,218 155,215

負債合計 485,222 469,046

純資産の部

株主資本

資本金 56,025 56,025

資本剰余金 45,085 45,084

利益剰余金 168,370 169,704

自己株式 △504 △501

株主資本合計 268,976 270,312

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,454 2,296

繰延ヘッジ損益 26 △38

土地再評価差額金 8,624 8,624

為替換算調整勘定 △2,070 △2,795

評価・換算差額等合計 12,035 8,086

少数株主持分 3,589 3,511

純資産合計 284,602 281,911

負債純資産合計 769,825 750,957
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
　至 平成21年５月31日)

売上高 195,711

売上原価 143,408

売上総利益 52,302

その他の営業収入 12,585

営業総利益 64,888

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 6,375

ポイント引当金繰入額 1,087

貸倒引当金繰入額 363

役員報酬及び給料手当 18,714

退職給付費用 2,053

不動産賃借料 10,150

その他 24,021

販売費及び一般管理費合計 62,765

営業利益 2,122

営業外収益

受取利息 86

受取配当金 107

持分法による投資利益 354

その他 457

営業外収益合計 1,005

営業外費用

支払利息 422

その他 228

営業外費用合計 650

経常利益 2,477

特別利益

建物等除却損失引当金戻入益 184

その他 16

特別利益合計 200

特別損失

固定資産除却損 297

たな卸資産評価損 995

その他 16

特別損失合計 1,309

税金等調整前四半期純利益 1,368

法人税、住民税及び事業税 1,207

法人税等調整額 △265

法人税等合計 941

少数株主利益 110

四半期純利益 316
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
　至 平成21年５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利益 1,368

減価償却費 4,047

のれん償却額 23

貸倒引当金の増減額（△は減少） 216

退職給付引当金の増減額（△は減少） 122

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36

ポイント引当金の増減額（△は減少） 74

建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） △787

受取利息及び受取配当金 △194

支払利息 422

持分法による投資損益（△は益） △354

固定資産除却損 388

売上債権の増減額（△は増加） △5,494

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,010

仕入債務の増減額（△は減少） 3,843

その他 △1,936

小計 △306

利息及び配当金の受取額 893

利息の支払額 △79

法人税等の支払額 △1,956

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,448

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 △12

定期預金の払戻による収入 3,335

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △2

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,933

その他 △295

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 25,000

長期借入金の返済による支出 △1,515

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △13,000

配当金の支払額 △1,649

その他 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,787

現金及び現金同等物に係る換算差額 335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,765

現金及び現金同等物の期首残高 27,750

現金及び現金同等物の四半期末残高 36,515
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)

該当事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結累計期間

(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)

１　連結の範囲の変更

連結子会社の数　　　　　26社

当第１四半期連結会計期間において㈱髙島屋保険＆テレコムは、会社分割により髙島屋保険㈱と髙島屋テレ

コム㈱になりました。

 

２　会計処理の原則及び手続の変更

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によってお

りましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員

会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）が適用されたことにともない、主として売価還元法による

原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しておりま

す。

　この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業利益及び経常利益が２百万円増加し、税金等調整前

四半期純利益が993百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該個所に記載しております。

 

(2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正

を行っております。

　なお、この変更による四半期連結財務諸表及びセグメント情報に与える影響はありません。

 
     (3) リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日

　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）

が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるこ

とになったことにともない、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の

減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

　この変更が四半期連結財務諸表及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結累計期間

(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

 

２　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収

益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

 

３　繰延税金資産の回収可能性の判断

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じてお

らず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)

該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末 

(平成21年５月31日)
前連結会計年度末 
(平成21年２月28日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 194,082百万円
　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 191,094百万円
　

※２　担保資産

　建物及び構築物 13,710百万円
　土地 29,056百万円

　合計 42,767百万円

　　　上記担保資産は、長期借入金7,714百万円及び短期借

入金2,381百万円の担保に供しております。

※２　担保資産

　建物及び構築物 13,846百万円
　土地 29,056百万円

　合計 42,902百万円

　　　上記担保資産は、長期借入金8,345百万円及び短期借

入金2,447百万円の担保に供しております。

※３　供託資産

　現金及び預金 747百万円
　有価証券
 投資有価証券

3,020百万円
9,008百万円

　差入保証金 10百万円

　合計 12,786百万円

　　　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。

※３　供託資産

　現金及び預金 840百万円

　有価証券 20百万円

　投資有価証券 12,009百万円
　差入保証金 10百万円

　合計 12,879百万円

　　　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。

　４　偶発債務

　　　①従業員の住宅ローンに対する連帯保証

　 1,019百万円

　４　偶発債務

　　　①従業員の住宅ローンに対する連帯保証

　 1,084百万円

　　　②銀行借入金等に対する連帯保証

　 33百万円

　合計 1,052百万円

　　　②銀行借入金等に対する連帯保証

　　 28百万円

　合計 1,112百万円

※５　のれん及び負ののれんの表示

　のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。

　のれん 2,017百万円
　負ののれん 1,086百万円

　差引額 930百万円

※５　のれん及び負ののれんの表示

　のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。

　のれん 2,064百万円
　負ののれん 1,110百万円

　差引額 954百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日 
 至　平成21年５月31日)

　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

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 31,569百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期預

金
△54百万円

取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する有価証券
 5,000百万円

現金及び現金同等物の期末残高 36,515百万円

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成21年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間(自　平成21年３月１日

　至　平成21年５月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 330,827,625

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 886,112

　

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年５月19日
定時株主総会

普通株式 1,649 5.00平成21年２月28日 平成21年５月20日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が適用初年度開始前のものにつ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っておりますが、当第１四半期連結会計期

間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載して

おりません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

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。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日)

　
百貨店業
(百万円)

建装事業
(百万円)

不動産業
(百万円)

金融業
(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)

Ⅰ　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

188,2161,876 7,403 2,857 7,943208,297 ─ 208,297

　(2) セグメント間の
　　　内部営業収益
　　　又は振替高

1,484 1,237 1,425 1,038 6,580 11,765(11,765) ─

計 189,7013,113 8,828 3,896 14,523220,063(11,765)208,297

　　営業利益又は
　　営業損失(△)

326 △461 1,640 538 △38 2,005 116 2,122

(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、卸売業及び縫製業であります。

３　会計処理の原則及び手続の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号）を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、営

業利益は百貨店業で2百万円増加しております。

　
　
【所在地別セグメント情報】
当第１四半期連結累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５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。

　
　
【海外売上高】
当第１四半期連結累計期間(自　平成21年３月１日　至　平成21年５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。
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(１株当たり情報)
１　１株当たり純資産額
　

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日)

前連結会計年度末
(平成21年２月28日)

　                851.70円                 843.77円

 (注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期連結
会計期間末

（平成21年５月31日)

前連結会計年度末
（平成21年２月28日)

純資産の部の合計額（百万円） 284,602 281,911

普通株式に係る純資産額(百万円) 281,012 278,399

差額の主な内容（百万円）
少数株主持分

3,589 3,511

普通株式の発行済株式数(株) 330,827,625330,827,625

普通株式の自己株式数(株) 886,112 883,094

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 329,941,513329,944,531

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日 
 至　平成21年５月31日)

１株当たり四半期純利益 0.95円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 0.92円
　

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日 
 至　平成21年５月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 316

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 316

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) 329,942,410

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に用いら
れた四半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)

△2

四半期純利益調整額(百万円) △2

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に用いら
れた普通株式増加数(株)

10,559,774

普通株式増加数(株) 10,559,774

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式について前
連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

－

　
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
　

２【その他】
該当事項はありません。
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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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年７月13日

株式会社　髙　　島　　屋

取締役会　御中

　

あ　ず　さ　監　査　法　人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　文　　倉　　辰　　永　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　岩　　瀬　　弘　　典　　㊞
　

　 　 　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社髙島屋の平成21年３月１日から平成22年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平成

21年３月１日から平成21年５月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

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四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期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21年５

月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２（1）に記載されているとおり、会

社は当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。

　

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

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー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(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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