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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】

回次
第94期

第２四半期連結
累計期間

第94期
第２四半期連結
会計期間

第93期

会計期間

自平成21年
３月１日
至平成21年
８月31日

自平成21年
６月１日
至平成21年
８月31日

自平成20年
３月１日
至平成21年
２月28日

売上高（千円） 34,048,94517,665,41277,511,961

経常損失（千円） 428,100 264,460    919,095

四半期（当期）純損失（千円） 248,614 203,050  2,844,639

純資産額（千円） － 14,112,474   14,114,454

総資産額（千円） － 63,753,980   66,643,337

１株当たり純資産額（円） － 501.95    501.81

１株当たり四半期（当期）純損失金額（円） 8.84 7.22     100.95

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） －　 －　 －

自己資本比率（％） － 22.1     21.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△71,216 －     299,319

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△45,053 －     △799,880

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,367,630 －   △1,857,870

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） － 6,761,563    8,245,464

従業員数（人） － 1,638     1,696

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、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い

ない。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれていない。

        ３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。　
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はない。また、

主要な関係会社に異動はない。 

 

 

 

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

 

 

 

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年８月31日現在

従業員数（人） 1,638 　

　（注）１．従業員数は就業人員数である。

２．㈱大和カーネーションサークルの従業員は、提出会社の従業員が兼務している。

(2）提出会社の状況

 平成21年８月31日現在

従業員数（人） 1,324 　

　（注）　従業員数は就業人員数である。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）販売実績

　当第２四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、次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円）

百貨店業 16,658,563

その他事業 1,006,848

合計 17,665,412

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去している。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

２【事業等のリスク】

　　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。　

　　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。

　

　

　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。 
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４【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものである。

 

（１）業績の状況

　　　当第２四半期連結会計期間のわが国経済は、雇用情勢・所得環境が悪化し、個人消費が引き続き低迷する状況で推

移した。

　　　百貨店業界においては、消費者の先行き不安感から、かつてない売上高の落ち込みを余儀なくされた。　　

　　　こうした情勢のなか、当社企業グループは、現在の社会変化に対応した営業活動を展開するとともに、更なる効率

運営の営業に徹するべく、販売管理費の削減に努めてきたが、業績動向については、主力の百貨店業の売上高が減

少する等、厳しい推移を余儀なくされた。

　　　この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は176億６千５百万円、営業損失３億７千９百万円、経常損失２億６

千４百万円、四半期純損失２億３百万円となった。

　　　尚、今後については一層の経営効率改善と営業力の強化を図っていく。

　　　百貨店業においては、顧客の購買行動の変化に対応すべく、値頃感ある商品・企画の展開と併せ、接客サービスの

向上に努めるとともに、販売管理費など収支改善に努めてきたが、百貨店業の業績は売上高166億５千８百万円、

経常損失２億６百万円となった。

　　　その他事業では、それぞれの事業分野で経営効率向上と収益力強化に取り組んできたが、売上高10億６百万円と

なった。また、経常損失は５千８百万円となった。　

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 　 　当第２四半期連結会計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純損失３億６百万

円に仕入債務の減少13億９千８百万円、たな卸資産の減少12億９千１百万円等により、９千１百万円の増加と

なった。

　　　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産取得による支出１億２千８百万円等により、４千万円の

減少となった。

　　　また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入金の返済１億７千８百万円等により、１億７千７百万

円の減少となった。　

　　　この結果、「現金および現金同等物の四半期末残高」は、第１四半期連結会計期間末比較し１億２千６百万円減少

し、67億６千１百万円となった。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題については重要な変更及び新たに生じた課

題はない。

　

（４）研究開発活動

　　　該当事項なし。 
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

 

 

 

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　該当事項なし。 
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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 80,000,000

計 80,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年10月15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 30,017,000 30,017,000

大阪証券取引所

（市場第二部）

東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株　

計 30,017,000 30,017,000 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項なし。

　

（３）【ライツプランの内容】

該当事項なし。 

 

（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６月１日～

平成21年８月31日 
－ 30,017 － 3,462 － 2,605
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（５）【大株主の状況】

平成21年８月31日現在

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(％)

宮　太郎　　　　　　 石川県金沢市　 1,802 6.00

倉敷紡績株式会社　 大阪市中央区久太郎町二丁目4-31　 1,464 4.88

東京海上日動火災保険株式会社　 東京都千代田区丸の内一丁目2-1　 1,427 4.75

宮　二朗　 石川県金沢市　 1,320 4.40

大和従業員持株会　 石川県金沢市片町二丁目2-5　 1,069 3.56

財団法人大和文化財団　 石川県金沢市片町二丁目2-5 1,000 3.33

株式会社北國銀行　 石川県金沢市下堤町１番地　 961 3.20

株式会社北陸銀行　 富山県富山市堤町通り一丁目2-26　 905 3.02

清水建設株式会社　 東京都港区芝浦一丁目2-3　 827 2.76

ダイダン株式会社　 大阪市西区江戸堀一丁目9-25　 764 2.55

計 － 11,541 38.45

　（注）上記のほか、自己株式が1,901千株ある。
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（６）【議決権の状況】

　

①【発行済株式】

 平成21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） 普通株式 1,901,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式27,385,000 27,385 －

単元未満株式 普通株式　 731,000 －
１単元（1,000株）

未満の株式

発行済株式総数 30,017,000 － －

総株主の議決権 － 27,385 －

 

②【自己株式等】

   平成21年８月31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（％）

株式会社大和
金沢市片町二丁

目２番５号
1,901,000 － 1,901,000 6.34

計 － 1,901,000 － 1,901,000 6.34

 

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 ６月 ７月 ８月

最高（円） 75 82 85 112 116 112

最低（円） 61 67 78 85 100 102

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものである。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 
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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いる。

　

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２四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平

成21年８月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年８月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、永昌監査法人による四半期レビューを受けている。
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８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 6,816,622 8,300,511

受取手形及び売掛金 3,666,753 4,379,597

商品 7,049,271 7,529,244

仕掛品 5,671 2,685

貯蔵品 92,052 117,348

繰延税金資産 560,583 598,134

その他 837,984 840,841

貸倒引当金 △57,699 △16,753

流動資産合計 18,971,240 21,751,609

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 48,559,130 48,401,320

減価償却累計額及び減損損失累計額 △29,394,375 △28,673,465

建物及び構築物（純額） 19,164,754 19,727,854

機械装置及び運搬具 681,663 738,883

減価償却累計額及び減損損失累計額 △539,834 △571,074

機械装置及び運搬具（純額） 141,829 167,808

土地 11,688,983 11,688,983

その他 1,287,901 1,259,923

減価償却累計額及び減損損失累計額 △853,435 △829,544

その他（純額） 434,465 430,379

有形固定資産合計 31,430,033 32,015,026

無形固定資産

施設利用権 12,080 12,247

ソフトウエア 28,130 13,658

無形固定資産合計 40,211 25,906

投資その他の資産

投資有価証券 3,485,893 2,867,711

差入保証金 8,659,176 8,720,893

繰延税金資産 1,032,948 1,127,387

その他 134,477 134,802

投資その他の資産合計 13,312,496 12,850,794

固定資産合計 44,782,740 44,891,727

資産合計 63,753,980 66,643,337
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８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 4,638,449 5,461,410

短期借入金 14,420,100 15,393,164

未払金 526,927 653,860

未払消費税等 89,121 95,609

未払法人税等 65,476 319,475

未払事業所税 29,051 56,139

未払費用 188,031 221,798

リース債務 4,813 －

商品券 10,595,141 10,105,017

預り金 6,480,237 7,152,146

商品券等回収損失引当金 1,078,708 1,067,465

その他の引当金 97,896 230,736

その他 248,007 248,984

流動負債合計 38,461,961 41,005,806

固定負債

長期借入金 7,279,216 7,588,539

リース債務 21,769 －

繰延税金負債 87 7

再評価に係る繰延税金負債 489,606 489,606

退職給付引当金 2,937,995 2,959,302

その他 450,869 485,620

固定負債合計 11,179,544 11,523,076

負債合計 49,641,506 52,528,882

純資産の部

株主資本

資本金 3,462,700 3,462,700

資本剰余金 2,605,362 2,605,362

利益剰余金 7,305,285 7,638,281

自己株式 △587,812 △586,840

株主資本合計 12,785,536 13,119,503

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 604,647 272,660

土地再評価差額金 722,291 722,291

評価・換算差額等合計 1,326,938 994,951

純資産合計 14,112,474 14,114,454

負債純資産合計 63,753,980 66,643,337
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年８月31日)

売上高 34,048,945

売上原価 26,041,718

売上総利益 8,007,226

販売費及び一般管理費 ※1
 8,716,419

営業損失（△） △709,192

営業外収益

受取利息 2,195

受取配当金 40,985

持分法による投資利益 62,975

その他 671,671

営業外収益合計 777,827

営業外費用

支払利息 190,419

その他 306,316

営業外費用合計 496,735

経常損失（△） △428,100

特別利益

投資有価証券売却益 153,034

特別利益合計 153,034

特別損失

貸倒引当金繰入額 41,400

固定資産除却損 10,250

特別損失合計 51,650

税金等調整前四半期純損失（△） △326,716

法人税、住民税及び事業税 33,755

法人税等調整額 △111,857

法人税等合計 △78,101

四半期純損失（△） △248,614
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

売上高 17,665,412

売上原価 13,627,404

売上総利益 4,038,008

販売費及び一般管理費 ※1
 4,417,325

営業損失（△） △379,317

営業外収益

受取利息 1,139

受取配当金 32,107

持分法による投資利益 31,440

その他 276,238

営業外収益合計 340,926

営業外費用

支払利息 92,777

その他 133,291

営業外費用合計 226,069

経常損失（△） △264,460

特別損失

貸倒引当金繰入額 41,400

固定資産除却損 1,110

特別損失合計 42,510

税金等調整前四半期純損失（△） △306,971

法人税、住民税及び事業税 25,068

法人税等調整額 △128,988

法人税等合計 △103,920

四半期純損失（△） △203,050
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △326,716

減価償却費 777,555

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,307

引当金の増減額（△は減少） △80,650

固定資産除却損 13,569

投資有価証券売却損益（△は益） △153,034

受取利息及び受取配当金 △43,180

支払利息 190,419

持分法による投資損益（△は益） △62,975

売上債権の増減額（△は増加） 712,844

たな卸資産の増減額（△は増加） 502,282

仕入債務の増減額（△は減少） △822,961

未払消費税等の増減額（△は減少） △201,935

預り金の増減額（△は減少） △181,784

その他の資産の増減額（△は増加） △23,124

その他の負債の増減額（△は減少） △101,911

小計 177,090

利息及び配当金の受取額 43,180

利息の支払額 △199,180

法人税等の支払額 △92,306

営業活動によるキャッシュ・フロー △71,216

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 △36,059

定期預金の払戻による収入 36,047

有形固定資産の取得による支出 △288,719

無形固定資産の取得による支出 △18,131

投資有価証券の取得による支出 △186

投資有価証券の売却による収入 173,345

貸付けによる支出 △54

貸付金の回収による収入 26,661

差入保証金の差入による支出 △49,646

差入保証金の回収による収入 111,362

その他の支出 △3,180

その他の収入 3,505

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,053
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △975,200

長期借入れによる収入 15,000

長期借入金の返済による支出 △322,187

自己株式の取得による支出 △971

配当金の支払額 △84,272

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,367,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,483,900

現金及び現金同等物の期首残高 8,245,464

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 6,761,563
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【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２四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

　 「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）を第１四半期連結会計期間から適用し、通常の販売目的で保有する

棚卸資産については、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）に変更している。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微である。 

 

（リース取引に関する会計基準の適用）

　「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伴い、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変更している。

　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いる。

　なお、これによる損益に与える影響はない。　

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始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い

る。 
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【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日）

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

　当第２四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いる。 

 

 

２．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想やタックス・プランニン

グを利用する方法によっている。 

 

 

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　当第２四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年８月31日）　　　　

 　　 該当事項なし。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　　　　該当事項なし。

　

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりである。            

給料手当 2,254,683千円

賞与引当金繰入額 1,379千円

ポイント引当金繰入額 15,186千円

貸倒引当金繰入額　 3,491千円　

退職給付費用 65,136千円

賃借料 935,038千円

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりである。            

給料手当 1,108,373　　千円

ポイント引当金繰入額 2,557千円

賞与引当金繰入額　 1,379千円　

貸倒引当金繰入額　 3,491千円　

退職給付費用 32,687千円

賃借料 474,519千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と当第２四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

（平成21年８月31日）　

現金及び預金勘定 6,816,622千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △55,059千円

現金及び現金同等物 6,761,563千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　

平成21年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

 株式の種類
 当第２四半期
  連結会計期間末 

 普通株式（株） 30,017,000    

 

 

 

 

２．自己株式の種類及び株式数

 株式の種類
当第２四半期
 連結会計期間末 

 普通株式（株）                                     1,901,921

 

  

 

３．新株予約権等に関する事項

　　該当事項なし。  

 

 

４．配当に関する事項

（１）配当金支払額　

　平成21年５月28日の定時株主総会において、次のとおり決議している。

　・普通株式の配当に関する事項 

　　　　①　　配当金の総額　　　　　　　　　　84百万円

　　　　②　　１株当たり配当額　　　　　　　　　　３円

　　　　③　　基準日　　　　　　　　　平成21年２月28日

　　　　④　　効力発生日　　　　　　　平成21年５月29日

　　　　⑤　　配当の原資　　　　　　　　　　利益剰余金 

　

（２）基準日が当連結会計年度の開始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

　　該当事項なし。　　
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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２四半期連結会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）

 
百貨店業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 16,658,5631,006,84817,665,412 － 17,665,412

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
1,074 538,576 539,650(539,650) －

計 16,659,6371,545,42518,205,063(539,650) 17,665,412

経常損失 206,440 58,546 264,986 (526) 264,460

　（注）１．事業の区分は日本標準産業分類によっている。

２．「百貨店業」では、百貨店７店舗を営むほか、百貨店の友の会運営を行っている。

３．「その他事業」では、印刷、出版、家具販売・造作、ホテル、飲食業等を行っている。

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年８月31日）

 
百貨店業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 31,997,4942,051,45034,048,945 － 34,048,945

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
22,0281,030,9201,052,948(1,052,948) －

計 32,019,5233,082,37135,101,894(1,052,948) 34,048,945

経常損失 324,998 97,991 422,990 (5,110) 428,100

　（注）１．事業の区分は日本標準産業分類によっている。

２．「百貨店業」では、百貨店７店舗を営むほか、百貨店の友の会運営を行っている。

３．「その他事業」では、印刷、出版、家具販売・造作、ホテル、飲食業等を行っている。

　

【所在地別セグメント情報】

　当第２四半期連結会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成21年３月１日　至　平成21年８月31日）

　本邦以外の国又は地域に連結子会社及び重要な在外支店がないため記載していない。 

 

【海外売上高】

　当第２四半期連結会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成21年３月１日　至　平成21年８月31日） 

　海外売上高がないため記載していない。 

 

（有価証券関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成21年８月31日）　　

　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はないた

め記載していない。 

 

（デリバティブ取引関係）

　当第２四半期連結会計期間末（平成21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いる。 
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（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）

該当事項なし。

 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年８月31日）

前連結会計年度末
（平成21年２月28日）

１株当たり純資産額 501.95円 １株当たり純資産額 501.81円

２．１株当たり四半期純損失金額

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

１株当たり四半期純損失金額 8.84円 １株当たり四半期純損失金額 7.22円

　　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

　　　　　２．１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

四半期純損失（千円） 248,614 203,050

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 248,614 203,050

期中平均株式数（株） 28,121,044 28,117,031

　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項なし。　

　

（リース取引関係）

　当第２四半期連結会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）

　　リース取引開始日がリース会計基準等適用初年度開始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適用しているが、取引残高に前連結会計年度末に比して著しい

変動が認められないため、記載を省略している。 

 

２【その他】

　当社は、厳しさが一段と増す今後の市場環境を見据え、現在の７店舗体制の維持は困難であると判断し、構造改革の

一環として新潟店、長岡店、上越店、小松店の営業を終了することとし、平成21年10月15日開催の取締役会において決

議した。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２１年１０月１２日

株式会社大和

取締役会　御中

永　昌　監　査　法　人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 松田　俊雄　　印

 業務執行社員  公認会計士 南波　洋行　　印

　

　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大和の平成

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２四半期連結会計期間（平成21年６月１日から平成21年８月

31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年８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、株式会社大和及び連結子会社の平成21年８月31日現在の財政状態、同日を

もって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッ

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。

　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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