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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３四半期連結
累計期間

第94期
第３四半期連結
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
11月30日

自平成21年
９月１日
至平成21年
11月30日

自平成20年
３月１日
至平成21年
２月28日

売上高（千円） 50,616,03716,567,09177,511,961

経常利益又は経常損失（△）　（千円） △375,392 52,708    △919,095

四半期（当期）純損失（千円） 4,802,5474,553,932  2,844,639

純資産額（千円） － 9,248,601   14,114,454

総資産額（千円） － 60,939,977   66,643,337

１株当たり純資産額（円） － 328.96    501.81

１株当たり四半期（当期）純損失金額（円） 170.78 161.98    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（％） － 15.2     21.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△287,019 －     299,319

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△248,951 －     △799,880

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,524,035 －   △1,857,870

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） － 6,185,457    8,245,464

従業員数（人） － 1,593     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３四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３四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11月30日現在

従業員数（人） 1,593 　

　（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11月30日現在

従業員数（人） 1,293 　

　（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３四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 15,565,906

その他事業 1,001,185

合計 16,567,091

　（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３四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３四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３四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３四半期連結会計期間の売上高は165億６千７百万円、営業損失２億１千２百万円、経常利益５千２

百万円、四半期純損失45億５千３百万円となった。

　　　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155億６千５百万円、

経常利益１億１千万円となった。

　　　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10億１百万円と

なった。また、経常損失は５千７百万円となった。　

　　　今後については、来期からの営業利益黒字化と将来に亘る安定的収益基盤の確立を図るべく、収益構造の抜本的改

善に取り組み、次なる成長戦略構築に全力を傾注していく。

　　　尚、平成21年10月15日に閉鎖を発表した４店舗については、長岡店・上越店は平成22年４月25日、新潟店・小松店

は平成22年６月25日に営業を終了することとした。　

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 　 　当第３四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18億２千７

百万円に減損損失17億７千６百万円、たな卸資産の増加10億５千万円等により、２億１千５百万円の減少となっ

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９千３百万円等により、２億３百万円の

減少となった。

　　　また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入金の返済による支出１億４千４百万円等により、１億

５千６百万円の減少となった。　

　　　この結果、「現金および現金同等物の四半期末残高」は、第２四半期連結会計期間末と比較し５億７千６百万円減

少し、61億８千５百万円となった。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第３四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３四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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年１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 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９月１日～

平成21年11月30日 
－ 30,017 － 3,462 － 2,605
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（５）【大株主の状況】

　　　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握していない。　

　

　

（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができないの

で、直前の基準日である平成21年８月31日現在で記載している。

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 ９月 10月 11月

最高（円） 75 82 85 112 116 112 110 105 71

最低（円） 61 67 78 85 100 102 97 69 55

　（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３四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平

成21年11月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30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３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 6,240,525 8,300,511

受取手形及び売掛金 3,858,726 4,379,597

商品 8,107,715 7,529,244

仕掛品 27,427 2,685

貯蔵品 62,007 117,348

繰延税金資産 164,010 598,134

その他 1,141,428 840,841

貸倒引当金 △98,229 △16,753

流動資産合計 19,503,611 21,751,609

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 48,839,346 48,401,320

減価償却累計額及び減損損失累計額 △30,551,916 △28,673,465

建物及び構築物（純額） 18,287,429 19,727,854

機械装置及び運搬具 683,592 738,883

減価償却累計額及び減損損失累計額 △549,763 △571,074

機械装置及び運搬具（純額） 133,828 167,808

土地 10,720,974 11,688,983

その他 1,277,816 1,259,923

減価償却累計額及び減損損失累計額 △865,599 △829,544

その他（純額） 412,216 430,379

有形固定資産合計 29,554,449 32,015,026

無形固定資産

施設利用権 11,997 12,247

ソフトウエア 35,946 13,658

無形固定資産合計 47,943 25,906

投資その他の資産

投資有価証券 2,896,668 2,867,711

差入保証金 8,712,152 8,720,893

繰延税金資産 90,292 1,127,387

その他 134,858 134,802

投資その他の資産合計 11,833,972 12,850,794

固定資産合計 41,436,365 44,891,727

資産合計 60,939,977 66,643,337
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 6,281,925 5,461,410

短期借入金 14,398,090 15,393,164

未払金 524,912 653,860

未払消費税等 33,175 95,609

未払法人税等 51,820 319,475

未払事業所税 43,627 56,139

未払費用 203,483 221,798

リース債務 4,813 －

商品券 10,107,113 10,105,017

預り金 6,480,212 7,152,146

商品券等回収損失引当金 1,046,013 1,067,465

その他の引当金 114,485 230,736

その他 195,352 248,984

流動負債合計 39,485,025 41,005,806

固定負債

長期借入金 7,145,326 7,588,539

リース債務 20,561 －

繰延税金負債 1,163,425 7

再評価に係る繰延税金負債 489,606 489,606

退職給付引当金 2,949,849 2,959,302

その他 437,580 485,620

固定負債合計 12,206,350 11,523,076

負債合計 51,691,376 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 2,751,353 7,638,281

自己株式 △587,876 △586,840

株主資本合計 8,231,538 13,119,503

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 294,771 272,660

土地再評価差額金 722,291 722,291

評価・換算差額等合計 1,017,062 994,951

純資産合計 9,248,601 14,114,454

負債純資産合計 60,939,977 66,643,337
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 50,616,037

売上原価 38,710,477

売上総利益 11,905,560

販売費及び一般管理費 ※1
 12,826,845

営業損失（△） △921,285

営業外収益

受取利息 2,272

受取配当金 41,076

持分法による投資利益 67,108

その他 1,158,613

営業外収益合計 1,269,070

営業外費用

支払利息 278,631

その他 444,546

営業外費用合計 723,177

経常損失（△） △375,392

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 81,400

固定資産除却損 10,250

投資有価証券評価損 59,999

減損損失 1,776,031

その他 4,321

特別損失合計 1,932,002

税金等調整前四半期純損失（△） △2,154,361

法人税、住民税及び事業税 34,125

法人税等調整額 2,614,060

法人税等合計 2,648,185

四半期純損失（△） △4,802,547
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

売上高 16,567,091

売上原価 12,668,758

売上総利益 3,898,333

販売費及び一般管理費 ※1
 4,110,425

営業損失（△） △212,092

営業外収益

受取利息 77

受取配当金 90

持分法による投資利益 4,133

その他 486,942

営業外収益合計 491,243

営業外費用

支払利息 88,211

その他 138,230

営業外費用合計 226,442

経常利益 52,708

特別損失

貸倒引当金繰入額 40,000

投資有価証券評価損 59,999

減損損失 1,776,031

その他 4,321

特別損失合計 1,880,352

税金等調整前四半期純損失（△） △1,827,644

法人税、住民税及び事業税 370

法人税等調整額 2,725,917

法人税等合計 2,726,287

四半期純損失（△） △4,553,932
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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３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年11月30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（△） △2,154,361

減価償却費 1,152,458

減損損失 1,776,031

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,453

引当金の増減額（△は減少） △56,227

固定資産除却損 13,569

投資有価証券売却損益（△は益） △153,034

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 59,999

受取利息及び受取配当金 △43,348

支払利息 278,631

持分法による投資損益（△は益） △67,108

売上債権の増減額（△は増加） 520,870

たな卸資産の増減額（△は増加） △547,872

仕入債務の増減額（△は減少） 820,515

未払消費税等の増減額（△は減少） △257,880

預り金の増減額（△は減少） △669,837

その他の資産の増減額（△は増加） △535,192

その他の負債の増減額（△は減少） △76,571

小計 51,188

利息及び配当金の受取額 43,348

利息の支払額 △275,223

法人税等の支払額 △106,333

営業活動によるキャッシュ・フロー △287,019

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 △46,126

定期預金の払戻による収入 46,106

有形固定資産の取得による支出 △382,637

無形固定資産の取得による支出 △28,671

投資有価証券の取得による支出 △251

投資有価証券の売却による収入 173,345

貸付けによる支出 △20,238

貸付金の回収による収入 867

差入保証金の差入による支出 △114,646

差入保証金の回収による収入 123,386

その他の支出 △5,776

その他の収入 5,689

投資活動によるキャッシュ・フロー △248,951
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年11月30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） △1,001,400

長期借入れによる収入 30,000

長期借入金の返済による支出 △466,887

自己株式の取得による支出 △1,036

配当金の支払額 △84,712

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,524,035

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,060,006

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
 6,185,457

EDINET提出書類

株式会社大和(E03025)

四半期報告書

15/23



【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３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30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３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

　

１．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

　当第３四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．棚卸資産の評価方法 　当第３四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、第２四

半期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算出する方法に

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３四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30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３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30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 3,338,149千円

賞与引当金繰入額 18,023千円

ポイント引当金繰入額 14,446千円

貸倒引当金繰入額　 9,505千円　

退職給付費用 92,861千円

賃借料 1,380,668千円

　

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30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 1,083,465　　千円

賞与引当金繰入額 16,644千円

ポイント引当金繰入額 △740千円　

貸倒引当金繰入額　 6,013千円　

退職給付費用 27,725千円

賃借料 445,630千円

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

　　

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と当第３四半期

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11月30日）　

　　

現金及び預金勘定 6,240,525千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △55,067千円

現金及び現金同等物 6,185,457千円

　

　

EDINET提出書類

株式会社大和(E03025)

四半期報告書

18/23



（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　

平成21年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

 株式の種類
 当第３四半期
  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３四半期
 連結会計期間末 

 普通株式（株）                                     1,902,757

 

  

 

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３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30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 15,565,9061,001,18516,567,091 － 16,567,091

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
28,325 560,586 588,912(588,912) －

計 15,594,2311,561,77217,156,003(588,912) 16,567,091

経常利益又は経常損失（△） 110,261△57,706 52,554 153 52,708

　（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３四半期連結累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30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 47,563,4013,052,63650,616,037 － 50,616,037

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
50,3531,591,5071,641,861(1,641,861) －

計 47,613,7544,644,14352,257,898(1,641,861) 50,616,037

経常損失 214,736 155,698 370,435 (4,957) 375,392

　（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３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30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３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成21年３月１日　至　平成21年11月30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３四半期連結会計期間末（平成21年11月30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３四半期連結会計期間末（平成21年11月30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。 

 

EDINET提出書類

株式会社大和(E03025)

四半期報告書

20/23



（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30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３四半期連結会計期間末
（平成21年11月30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 328.96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３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額 170.78円 １株当たり四半期純損失金額 161.98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３四半期連結累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

四半期純損失（千円） 4,802,547 4,553,932

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） 4,802,547 4,553,932

期中平均株式数（株） 28,120,626 28,114,661

　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項なし。　

　

（リース取引関係）

　当第３四半期連結会計期間（自　平成21年９月１日　至　平成21年11月30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】

　該当事項なし。 
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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２２年１月１３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３四半期連結会計期間（平成21年９月１日から平成21年11月

30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30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11月30日現在の財政状態、同日を

もって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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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