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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95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95期
第２四半期連結
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
８月31日

自平成22年
３月１日
至平成22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22年
６月１日
至平成22年
８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） 34,048,94532,138,77517,665,41214,781,16970,048,538

経常利益又は経常損失（△）　（千

円）
△428,100 31,523△264,460△26,094    △378,617

四半期（当期）純利益又は四半期

（当期）純損失（△）（千円）
△248,614 357,608△203,050 29,270  △8,715,611

純資産額（千円） － － 14,112,4745,731,475   5,460,601

総資産額（千円） － － 63,753,98051,953,422   56,583,946

１株当たり純資産額（円） － － 501.95 203.89    194.24

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期（当

期）純損失金額（△）（円）

△8.84 12.72 △7.22 1.04    △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（％） － － 22.1 11.0     9.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△71,216△2,127,715 － － △1,723,686

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△45,053 693,291 － －     80,090

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,367,6301,748,347 － －   △1,976,075

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 6,761,5634,939,715    4,625,792

従業員数（人） － － 1,638 1,117     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は以下のとおりである。また、主要

な関係会社に異動はない。

 

（百貨店業）

　平成22年６月25日に新潟店及び小松店の閉鎖を行っている。　

 

 

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22年８月31日現在

従業員数（人） 1,117 　

　（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．従業員数が前連結会計年度末に比べ458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８月31日現在

従業員数（人） 828 　

　（注）１．従業員数は就業人員数である。

　　　　２．従業員数が前事業年度末に比べ446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） 前年同四半期比（％）　

百貨店業 13,841,437 83.1

その他事業 939,732 93.3

合計 14,781,169 83.7

　（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。

　

（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。また、当第２四半期連結累計期

間においても営業キャッシュ・フローが2,127,715千円のマイナスとなっている。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「新時代型生活創造百貨店」を目指し、コスト構造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。

　　　また、物流業務のアウトソーシングや店舗賃借料の削減等、経営改善策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月期では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、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２四半期連結会計期間のわが国経済は急激な円高・株安傾向が進行するなど先行き不透明感の増す推移と

なった。

　　　百貨店業界においても、下げ止まり感が出つつあるが、依然として売上が低迷する厳しい状況が続いた。　　

　　　この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は147億８千１百万円（前年同期比83.7％）、営業損失１億４千２

百万円、経常損失２千６百万円、四半期純利益２千９百万円となった。

　　　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、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、店舗営業面においては魅力向上と効率アップを追求する部門運営

を実施するとともに、「お客様への約束実行運動」を通じ、評判の良い店づくり売場づくりに努めてきた。

　　　百貨店業の業績は売上高138億４千１百万円（前年同期比83.1％）、経常利益７百万円となった。

　　　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９億３千９　百万

円（前年同期比93.3％）となった。また、経常損失は１億２千１百万円となった。　

 

（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利益７千万円に

店舗閉鎖損失引当金の減少21億４千１百万円等により、17億４千万円の減少となった。

　　　「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２億４千５百万円等により、５億２千１

百万円の増加となった。

　　　また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の増加17億１千７百万円等により、15億５千４　百万

円の増加となった。　

　　　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３億３千４百万円増加

し、49億３千９百万円となった。

 

（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。 

　

（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２四半期連結会計期間において、当社は新潟店及び小松店を閉鎖している。その設備の状況は、次のとおりで

ある。

事業所名　

（所在地）　

セグメント

の名称
設備の内容

帳簿価額（千円）
従業員数　

（人）
建物及び構

築物

車両及び運

搬具

土地(面積)

㎡
その他　 合計　

新潟店

（新潟市中央区

古町通り他）　

百貨店業　 店舗等　 1,178,520　564　340,661　　　－ 1,519,746　　　－

小松店

（小松市土居原

町）　

百貨店業　 店舗等　 1,198,242　　　－ 427,888　　　－ 1,626,130　　　－

 （注）帳簿価額のうち「その他」は器具及び備品である。

 

 

(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22年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22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）【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。　

　

　

　

　

（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６月１日～

平成22年８月31日 
－ 30,017 － 3,462 － 1,151
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（６）【大株主の状況】

　 平成22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

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

大和従業員持株会 石川県金沢市片町二丁目2-5 745 2.48

計 － 11,217 37.36

　（注）上記のほか、自己株式が1,906千株ある。
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（７）【議決権の状況】

　

①【発行済株式】

 平成22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 1,906,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式27,406,000 27,406 －

単元未満株式 普通株式　 705,000 －
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 － 27,406 －

 

②【自己株式等】

   平成22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
1,906,000 － 1,906,000 6.35

計 － 1,906,000 － 1,906,000 6.35

 

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 ６月 ７月 ８月

最高（円） 71 85 80 72 69 67

最低（円） 61 67 67 65 60 57

　（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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年３月１日から

平成22年８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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22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22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22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,987,787 4,680,859

受取手形及び売掛金 2,294,953 3,021,770

商品及び製品 4,468,547 6,991,854

原材料及び貯蔵品 62,214 99,642

仕掛品 4,720 8,158

繰延税金資産 86,625 103,812

その他 582,675 707,804

貸倒引当金 △94,787 △97,957

流動資産合計 12,392,737 15,515,944

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 48,288,422 48,854,956

減価償却累計額及び減損損失累計額 △31,170,863 △30,919,856

建物及び構築物（純額） ※1
 17,117,558 17,935,100

機械装置及び運搬具 645,959 683,913

減価償却累計額及び減損損失累計額 △538,433 △561,852

機械装置及び運搬具（純額） 107,526 122,061

土地 ※1
 10,553,922 10,720,974

その他 1,188,883 1,296,820

減価償却累計額及び減損損失累計額 △804,815 △879,658

その他（純額） 384,068 417,162

有形固定資産合計 28,163,075 29,195,298

無形固定資産

施設利用権 7,266 11,914

ソフトウエア 28,921 33,921

無形固定資産合計 36,188 45,836

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 2,847,599 3,131,016

差入保証金 8,349,313 8,517,075

繰延税金資産 46,163 49,669

その他 118,344 129,106

投資その他の資産合計 11,361,421 11,826,866

固定資産合計 39,560,684 41,068,001

資産合計 51,953,422 56,583,946
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,330,070 4,876,081

短期借入金 ※1
 15,222,900 13,459,300

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 1,590,566 623,422

リース債務 4,830 4,830

未払金 395,792 512,159

未払消費税等 112,300 122,752

未払法人税等 39,007 63,871

未払事業所税 26,473 58,225

未払費用 191,590 192,727

商品券 8,524,535 9,015,272

預り金 4,771,694 5,551,686

賞与引当金 14,020 14,530

店舗閉鎖損失引当金 1,370,714 3,512,000

商品券等回収損失引当金 695,065 901,819

ポイント引当金 74,783 79,183

その他 249,723 218,429

流動負債合計 36,614,067 39,206,291

固定負債

長期借入金 ※1
 6,034,618 7,013,202

リース債務 16,831 19,337

繰延税金負債 846,031 1,245,409

再評価に係る繰延税金負債 398,714 489,606

退職給付引当金 1,885,059 2,717,704

その他 426,624 431,793

固定負債合計 9,607,879 11,917,053

負債合計 46,221,947 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 649,278 △1,161,711

自己株式 △588,097 △587,959

株主資本合計 4,675,862 4,318,391

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 242,429 419,918

土地再評価差額金 813,183 722,291
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年２月28日)

評価・換算差額等合計 1,055,613 1,142,209

純資産合計 5,731,475 5,460,601

負債純資産合計 51,953,422 56,583,946
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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）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年８月31日)

売上高 34,048,945 32,138,775

売上原価 26,041,718 25,014,024

売上総利益 8,007,226 7,124,751

販売費及び一般管理費 ※1
 8,716,419

※1
 7,255,412

営業損失（△） △709,192 △130,661

営業外収益

受取利息 2,195 1,747

受取配当金 40,985 42,533

持分法による投資利益 62,975 54,315

その他 671,671 517,769

営業外収益合計 777,827 616,366

営業外費用

支払利息 190,419 175,065

その他 306,316 279,116

営業外費用合計 496,735 454,182

経常利益又は経常損失（△） △428,100 31,523

特別利益

投資有価証券売却益 153,034 33,525

固定資産売却益 － 133,165

特別利益合計 153,034 166,690

特別損失

貸倒引当金繰入額 41,400 －

固定資産除却損 10,250 33,467

固定資産売却損 － 25,853

投資有価証券売却損 － 3,553

特別損失合計 51,650 62,875

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（△）

△326,716 135,338

法人税、住民税及び事業税 33,755 28,853

法人税等調整額 △111,857 △251,123

法人税等合計 △78,101 △222,269

四半期純利益又は四半期純損失（△） △248,614 357,608

EDINET提出書類

株式会社大和(E03025)

四半期報告書

14/26



【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年６月１日
　至　平成22年８月31日)

売上高 17,665,412 14,781,169

売上原価 13,627,404 11,504,175

売上総利益 4,038,008 3,276,994

販売費及び一般管理費 ※1
 4,417,325

※1
 3,419,127

営業損失（△） △379,317 △142,132

営業外収益

受取利息 1,139 1,743

受取配当金 32,107 32,521

持分法による投資利益 31,440 27,214

その他 276,238 288,737

営業外収益合計 340,926 350,217

営業外費用

支払利息 92,777 90,415

その他 133,291 143,764

営業外費用合計 226,069 234,179

経常損失（△） △264,460 △26,094

特別利益

投資有価証券売却益 － 1,224

固定資産売却益 － 133,165

特別利益合計 － 134,389

特別損失

貸倒引当金繰入額 41,400 －

固定資産除却損 1,110 33,467

固定資産売却損 － 853

投資有価証券売却損 － 3,553

特別損失合計 42,510 37,875

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（△）

△306,971 70,420

法人税、住民税及び事業税 25,068 24,447

法人税等調整額 △128,988 16,701

法人税等合計 △103,920 41,149

四半期純利益又は四半期純損失（△） △203,050 29,270
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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２四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△326,716 135,338

減価償却費 777,555 740,067

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,307 △832,645

引当金の増減額（△は減少） △80,650 △217,274

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － △2,141,285

有形固定資産売却損益（△は益） － △107,311

固定資産除却損 13,569 33,467

投資有価証券売却損益（△は益） △153,034 △29,971

受取利息及び受取配当金 △43,180 △44,281

支払利息 190,419 175,065

持分法による投資損益（△は益） △62,975 △54,315

売上債権の増減額（△は増加） 712,844 726,816

たな卸資産の増減額（△は増加） 502,282 2,564,172

仕入債務の増減額（△は減少） △822,961 △1,546,010

未払消費税等の増減額（△は減少） △201,935 △10,452

預り金の増減額（△は減少） △181,784 △1,270,728

その他の資産の増減額（△は増加） △23,124 85,749

その他の負債の増減額（△は減少） △101,911 △138,880

小計 177,090 △1,932,478

利息及び配当金の受取額 43,180 44,281

利息の支払額 △199,180 △185,801

法人税等の支払額 △92,306 △53,716

営業活動によるキャッシュ・フロー △71,216 △2,127,715

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 △31,072

定期預金の払戻による収入 36,047 38,067

有形固定資産の取得による支出 △288,719 △61,637

有形固定資産の売却による収入 － 420,908

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 △195

投資有価証券の売却による収入 173,345 62,203

貸付けによる支出 △54 △218

貸付金の回収による収入 26,661 84,859

差入保証金の差入による支出 △49,646 △22,613

差入保証金の回収による収入 111,362 190,374

その他の支出 △3,180 △3,101

その他の収入 3,505 15,715

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,053 693,291
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（単位：千円）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22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 1,763,600

長期借入れによる収入 15,000 323,000

長期借入金の返済による支出 △322,187 △334,440

リース債務の返済による支出 － △2,505

自己株式の取得による支出 △971 △137

配当金の支払額 △84,272 △1,169

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,367,630 1,748,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,483,900 313,923

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
 6,761,563

※1
 4,939,715
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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22年３月１日　至　平成22年８月31日）

　　　　該当事項なし。　

　

　

【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22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22年３月１日　至　平成22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）

　当第２四半期連結会計期間末

（平成22年８月31日）　

前連結会計年度末

（平成22年２月28日）　

　※１　担保資産

　担保に供されている資産で、企業集団の事業の運営

において重要なものであり、かつ、前連結会計年度の

末日に比べて著しい変動が認められるのは、次のとお

りである。

　建物及び構築物　  　　　15,356,073千円

　土地 　　　  8,154,490千円

　投資有価証券 　　　　1,078,706千円　

　計 　　 　24,589,269千円

　

――――――

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第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２四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22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。            

※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

給料手当 1,854,865千円

賞与引当金繰入額 6,100千円

貸倒引当金繰入額　 4,502千円　

退職給付費用 49,429千円

賃借料 769,091千円

　

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22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。            

※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

給料手当 837,762　　千円

賞与引当金繰入額　 509千円　

貸倒引当金繰入額　 7,574千円　

退職給付費用 18,621千円

賃借料 357,502千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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２四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22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）　

※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22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

現金及び預金勘定 4,987,787千円

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 4,939,715千円
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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22年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　

平成22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）                                     1,906,183

 

  

 

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。　　

　

　

５．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成22年５月27日の定時株主総会で資本準備金および利益剰余金の額の減少ならびに剰余金の処分

の決議を行った。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本準備金が1,453,380千円、利益準備金が

665,742千円、固定資産圧縮積立金が399,755千円、別途積立金が6,046,228千円減少し、繰越利益剰余金が

7,899,364千円増加し、第２四半期連結会計期間末において資本準備金が1,453,380千円、繰越利益剰余金が

7,899,364千円増加している。　
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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

　

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22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 13,841,437939,73214,781,169 － 14,781,169

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
42,010 402,363 444,374(444,374) －

計 13,883,4471,342,09615,225,544(444,374) 14,781,169

経常利益又は経常損失（△） 7,054 △121,392△114,33888,244 　 △26,094

　（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。なお、長岡店、上越店は平成

22年４月、新潟店、小松店は平成22年６月に店舗を閉鎖した。

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。

　

前第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
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当第２四半期連結累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22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 30,174,9581,963,81732,138,775 － 32,138,775

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
61,081 903,075 964,156(964,156) －

計 30,236,0392,866,89233,102,932(964,156) 32,138,775

経常利益又は経常損失（△） 76,149 △45,195 30,953  569  31,523

　（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。なお、長岡店、上越店は平成

22年４月、新潟店、小松店は平成22年６月に店舗を閉鎖した。

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２四半期連結会計期間

（自　平成22年６月１日　至　平成22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。 

　

　前第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）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成22年３月１日　至　平成22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】

　前第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２四半期連結会計期間

（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日） 

　海外売上高がないため記載していない。 

 

　前第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）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成22年３月１日　至　平成22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22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22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。 

 

（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22年６月１日　至　平成22年８月31日）

該当事項なし。
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（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22年８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 203.89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２四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年８月31日）

１株当たり四半期純損失金額

（△）
△8.84円

１株当たり四半期純利益金額 12.72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２四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年８月31日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △248,614 357,608

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）
△248,614 357,608

期中平均株式数（株） 28,121,044 28,111,847

　

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

１株当たり四半期純損失金額

（△）
7.22円

１株当たり四半期純利益金額 1.04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。

 
前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △203,050 29,270

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）
△203,050 29,270

期中平均株式数（株） 28,117,031 28,111,021

　

（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22年６月１日　至　平成22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】

　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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２２年１０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２四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成22年８月

31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22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22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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