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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１四半期連結
累計(会計)期間

第95期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第94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22年
３月１日
至平成22年
５月31日

自平成21年
３月１日
至平成22年
２月28日

売上高（千円） 16,383,53317,357,60570,048,538

経常利益又は経常損失（△）（千円） △163,640 57,617   △378,617

四半期純利益又は四半期（当期)

純損失（△）（千円）
△45,564 328,337  △8,715,611

純資産額（千円） 14,091,9895,710,440   5,460,601

総資産額（千円） 65,563,42355,827,831   56,583,946

１株当たり純資産額（円） 501.16 203.14    194.24

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期（当期）純損

失金額（△）（円）
△1.62 11.68    △309.94

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（％） 21.5 10.2     9.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△162,262△386,813   △1,723,686

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△5,015 172,044    80,090

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,189,881194,112  △1,976,075

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 6,888,3034,605,135    4,625,792

従業員数（人） 1,648 1,340     1,575

　（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１四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１四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22年５月31日現在

従業員数（人） 1,340    

　（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。

３．従業員数が前事業年度末に比べ235名減少したのは、店舗閉鎖に伴う希望退職者によるものである。　

(2）提出会社の状況

 平成22年５月31日現在

従業員数（人） 1,053    

　（注）１．従業員数は就業人員数である。　

　　　　２．従業員数が前連結会計年度末に比べ221名減少したのは、店舗閉鎖に伴う希望退職者によるものである。　
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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、次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同四半期比（％）

百貨店業 16,333,520 106.5

その他事業 1,024,085 98.0

合計 17,357,605 105.9

　（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】

（１）当第１四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。　

　

（２）継続企業の前提に関する重要事項等

　　　当社グループは、平成21年２月期、平成22年２月期に営業損失を計上している。当該状況により、継続企業の前提に

重要な疑義を生じさせるような状況が存在している。

　　　当社では、市場競争に打ち勝つ「新時代生活創造型百貨店」を目指し、コスト構造の抜本的な改革をはじめとした

一層の収益基盤の強化に向けた「経営構造改革３ヵ年計画（2010年度～2012年度）」を遂行している。

　　　当第１四半期連結会計期間においては、物流業務のアウトソーシングや店舗賃借料の削減等により営業利益を計

上している。

　　　このように、当社は、「経営構造改革３ヵ年計画（2010年度～2012年度）」を確実に遂行することにより収支の改

善を図り、平成23年２月期においても営業利益の計上を計画しているため、継続企業の前提に関する重要な不確

実性は存在しないと判断している。　

　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四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、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、依然として個人消費は弱い動きが続き、当地域の消費動向にお

いても、厳しい状況で推移した。

　　　こうした情勢のなか当社企業グループは、主力の百貨店業において店舗閉鎖を実施するとともに、物流業務を完全

アウトソーシングする等、抜本的なコスト構造の改革に取り組んできた。

　　　併せて、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、更なる効率運営に徹するべく、販売管理費の削

減等収支改善に取り組んできた。　

　　　この結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績は、売上高173億５千７百万円（前年同四半期比5.9％増）、営業

利益１千１百万円（前年同四半期は３億２千９百万円の営業損失）、経常利益５千７百万円（前年同四半期は１

億６千３百万円の経常損失）、四半期純利益３億２千８百万円（前年同四半期は４千５百万円の四半期純損失）

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強化を図っていく。 

　　　㈱大和カーネーションサークルを含む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、時流を捉えた商

品・企画の展開や接客サービスの向上に努めるとともに、販売管理費の削減と併せ、店舗営業においても部門別

利益管理を導入する等、収益力の改善に取り組んできた。結果、百貨店業の業績は閉鎖店舗の閉店セールもあり、

売上高163億３千３百万円（前年同四半期比6.5％増）、経常利益６千９百万円（前年同四半期は１億１千８百万

円の経常損失）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10億２千４百万円

（前年同四半期比2.0％減）となった。また、経常利益は７千６百万円（前年同四半期は３千９百万円の経常損

失）となった。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 　 　当第１四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利益６千４百　

万円に退職給付引当金の減少２億５千５百万円等により、３億８千６百万円の減少（前年同四半期は１億６千２

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、有形固定資産売却による収入１億７千５百万円等により、１億７千２

百万円の増加（前年同四半期は５百万円の減少）となった。

　　　また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入れによる収入３億円の増加等により、１億９千４百万

円の増加（前年同四半期は11億８千９百万円の減少）となった。　

　　　この結果、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、前連結会計年度末と比較し２千万円減少し、46億５百万円

となった。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第１四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。

　

（５）継続企業の前提に関する重要事項等を解消又は改善するための対応策

　　　「第２　事業の状況 ２ 事業等のリスク」に記載のとおり、当社グループには、将来にわたって事業活動を継続す

るとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在している。

　　　当社は、当該状況を解消すべくコスト構造の抜本的な改革をはじめとした一層の収益基盤の強化に向けた「経営

構造改革３ヵ年計画（2010年度～2012年度）」を策定しており、経営構造改革本部を設置し、計画管理体制を強

化している。また、物流機能のアウトソーシング、店舗賃借料の削減、部門別利益管理の実施や店舗運営オペレー

ションの改善等により収益改善を図っている。

　　　これにより、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況を解消できるも

のと考えている。　
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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ない。 

 

 

 

 

(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おいて計画中であった重要な設備の改修について完了

したものは、次のとおりである。

会社名
事業所名

（所在地）　

事業の種類別

セグメントの名称　
完成年月　

　㈱大和　
　㈱大和香林坊店

 （石川県金沢市）　
　百貨店業 　平成22年４月

（注）上記の金額には、消費税等は含まれていない。 
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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１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年７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）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

         該当事項なし。　
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（４）【ライツプランの内容】

該当事項なし。 

 

 

 

 

（５）【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22年５月27日 － 30,017 － 3,462 △1,453 1,151　

（注）会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えたものである。

　

（６）【大株主の状況】

　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いない。 
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（７）【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、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22年２月28日現在で記載している。 

①【発行済株式】

 平成22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） 普通株式 1,904,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式27,396,000 27,396 －

単元未満株式 普通株式　 717,000 －
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 － 27,396 －

 

②【自己株式等】

   平成22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（％）

株式会社大和
金沢市片町二丁

目２番５号
1,904,000 － 1,904,000 6.34

計 － 1,904,000 － 1,904,000 6.34

（注）当第１四半期会計期間末現在の自己株式数は1,905,775株である。

 

 

 

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22年
３月

４月 ５月

最高（円） 71 85 80

最低（円） 61 67 67

　（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。

　なお、前第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、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第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並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22

年５月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年５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１四半期連結会計期間末
(平成22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22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,653,207 4,680,859

受取手形及び売掛金 3,330,382 3,021,770

商品及び製品 6,476,595 6,991,854

仕掛品 10,358 8,158

原材料及び貯蔵品 102,968 99,642

繰延税金資産 98,292 103,812

その他 820,029 707,804

貸倒引当金 △91,185 △97,957

流動資産合計 15,400,649 15,515,944

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 48,796,180 48,854,956

減価償却累計額及び減損損失累計額 △31,265,249 △30,919,856

建物及び構築物（純額） 17,530,930 17,935,100

機械装置及び運搬具 685,740 683,913

減価償却累計額及び減損損失累計額 △567,189 △561,852

機械装置及び運搬具（純額） 118,551 122,061

土地 10,615,774 10,720,974

その他 1,299,233 1,296,820

減価償却累計額及び減損損失累計額 △893,139 △879,658

その他（純額） 406,093 417,162

有形固定資産合計 28,671,350 29,195,298

無形固定資産

施設利用権 11,830 11,914

ソフトウエア 31,416 33,921

無形固定資産合計 43,247 45,836

投資その他の資産

投資有価証券 3,007,905 3,131,016

差入保証金 8,524,380 8,517,075

繰延税金資産 49,894 49,669

その他 130,404 129,106

投資その他の資産合計 11,712,584 11,826,866

固定資産合計 40,427,181 41,068,001

資産合計 55,827,831 56,583,946
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,637,799 4,876,081

短期借入金 13,505,300 13,459,300

1年内返済予定の長期借入金 618,160 623,422

リース債務 4,780 4,830

未払金 186,139 512,159

未払消費税等 113,771 122,752

未払法人税等 8,255 63,871

未払事業所税 13,975 58,225

未払費用 195,260 192,727

商品券 9,217,865 9,015,272

預り金 5,033,813 5,551,686

賞与引当金 25,584 14,530

店舗閉鎖損失引当金 3,030,680 3,512,000

商品券等回収損失引当金 755,774 901,819

ポイント引当金 80,731 79,183

その他 212,904 218,429

流動負債合計 38,640,794 39,206,291

固定負債

長期借入金 7,168,373 7,013,202

リース債務 18,129 19,337

繰延税金負債 911,681 1,245,409

再評価に係る繰延税金負債 489,606 489,606

退職給付引当金 2,462,095 2,717,704

その他 426,709 431,793

固定負債合計 11,476,595 11,917,053

負債合計 50,117,390 51,123,344

純資産の部

株主資本

資本金 3,462,700 3,462,700

資本剰余金 1,151,981 2,605,362

利益剰余金 620,007 △1,161,711

自己株式 △588,068 △587,959

株主資本合計 4,646,620 4,318,391

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 341,529 419,918

土地再評価差額金 722,291 722,291

評価・換算差額等合計 1,063,820 1,142,209

純資産合計 5,710,440 5,460,601

負債純資産合計 55,827,831 56,583,946
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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：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年５月31日)

売上高 16,383,533 17,357,605

売上原価 12,414,314 13,509,849

売上総利益 3,969,218 3,847,756

販売費及び一般管理費 ※1
 4,299,093

※1
 3,836,285

営業利益又は営業損失（△） △329,875 11,471

営業外収益

受取利息 1,055 3

受取配当金 8,877 10,012

持分法による投資利益 31,534 27,100

その他 395,433 229,032

営業外収益合計 436,900 266,149

営業外費用

支払利息 97,641 84,650

その他 173,024 135,351

営業外費用合計 270,666 220,002

経常利益又は経常損失（△） △163,640 57,617

特別利益

投資有価証券売却益 153,034 32,301

特別利益合計 153,034 32,301

特別損失

固定資産除却損 9,139 －

固定資産売却損 － 25,000

特別損失合計 9,139 25,000

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△19,745 64,918

法人税、住民税及び事業税 8,687 4,405

法人税等調整額 17,131 △267,824

法人税等合計 25,818 △263,419

四半期純利益又は四半期純損失（△） △45,564 328,337
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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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△19,745 64,918

減価償却費 366,794 369,947

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,200 △255,609

引当金の増減額（△は減少） △97,454 △623,974

有形固定資産売却損益（△は益） － 25,000

固定資産除却損 9,139 －

投資有価証券売却損益（△は益） △153,034 △32,301

受取利息及び受取配当金 △9,932 △10,016

支払利息 97,641 84,650

持分法による投資損益（△は益） △31,534 △27,100

売上債権の増減額（△は増加） 353,215 △308,612

たな卸資産の増減額（△は増加） △789,261 509,732

仕入債務の増減額（△は減少） 575,567 761,717

未払消費税等の増減額（△は減少） △217,995 △8,981

預り金の増減額（△は減少） 367,734 △315,280

その他の資産の増減額（△は増加） 11,735 △123,892

その他の負債の増減額（△は減少） △459,186 △369,329

小計 12,882 △259,129

利息及び配当金の受取額 9,932 10,016

利息の支払額 △79,074 △77,679

法人税等の支払額 △106,003 △60,021

営業活動によるキャッシュ・フロー △162,262 △386,813

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 △10,059 △18,072

定期預金の払戻による収入 10,047 25,067

有形固定資産の取得による支出 △160,449 △59,889

有形固定資産の売却による収入 － 175,000

無形固定資産の取得による支出 △1,689 －

投資有価証券の取得による支出 △64 △64

投資有価証券の売却による収入 173,345 43,355

貸付けによる支出 △25,702 △230

貸付金の回収による収入 942 13,081

差入保証金の差入による支出 △74 △16,982

差入保証金の回収による収入 8,621 9,677

その他の支出 △1,590 △1,566

その他の収入 1,656 2,666

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,015 172,044
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（単位：千円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年５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） △989,800 46,000

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △143,700 △150,091

自己株式の取得による支出 △575 △109

リース債務の返済による支出 － △1,207

配当金の支払額 △55,806 △480

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,189,881 194,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,357,160 △20,657

現金及び現金同等物の期首残高 8,245,464 4,625,792

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 6,888,303

※1
 4,605,135
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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１四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）　

         該当事項なし。　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22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いる。 

 

 

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出す

る方法によっている。 

 

 

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

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１四半期会計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５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）

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５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。

※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 1,155,272千円

賞与引当金繰入額 11,150千円

ポイント引当金繰入額 12,629千円

退職給付費用 34,338千円

賃借料 460,518千円

　

　

給料手当 1,023,709千円

賞与引当金繰入額 5,591千円

ポイント引当金繰入額 1,548千円

退職給付費用 24,807千円

賃借料 411,589千円

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

※１　現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間末

残高と当第１四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５月31日）

※１　現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間末

残高と当第１四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22年５月31日）

現金及び預金勘定 6,943,362千円

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 6,888,303千円

　

　

現金及び預金勘定 4,653,207千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △48,072千円

現金及び現金同等物 4,605,135千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　

平成22年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

 株式の種類
 当第１四半期

  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１四半期

 連結会計期間末 

 普通株式（株）                                     1,905,775

 

  

 

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　

　　該当事項なし。

　

（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】

前第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
（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 15,338,9311,044,60116,383,533 － 16,383,533

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
20,954 492,343 513,297(513,297) －

計 15,359,8851,536,94516,896,831(513,297)16,383,533

経常損失 △118,558△39,445△158,003 (5,637)△163,640

　

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５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 16,333,5201,024,08517,357,605 － 17,357,605

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
19,071 500,711 519,782(519,782) －

計 16,352,5911,524,79617,877,388(519,782)17,357,605

経常利益 69,095 76,196 145,291 (87,674)57,617

　（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】

　前第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）

　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。 

 

　当第１四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５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】

　前第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） 

　海外売上高がないため記載していない。 

 

　当第１四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５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１四半期連結会計期間末（平成22年５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。 
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（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成22年５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。 

 

 

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５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１四半期連結会計期間末
（平成22年５月31日）

前連結会計年度末
（平成22年２月28日）

１株当たり純資産額 203.14円 １株当たり純資産額 194.24円

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額

前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

１株当たり四半期純損失金額 1.62円 １株当たり四半期純利益金額 11.68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株当たり四半期純利益金額又は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。

 
前第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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

四半期純利益または四半期純損失（△）（千円） △45,564 328,337

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利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△45,564 328,337

期中平均株式数（株） 28,122,996 28,112,051

（重要な後発事象）

　　　　該当事項なし。　

　

（リース取引関係）

　当第１四半期連結会計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年５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】

　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21年７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、株式会社大和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。

　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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２２年７月１４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

22年３月１日から平成23年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22年５月

31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22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、株式会社大和及び連結子会社の平成22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。

　

　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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