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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74期
第２四半期
連結累計期間

第75期
第２四半期
連結累計期間

第74期
第２四半期
連結会計期間

第75期
第２四半期
連結会計期間

第74期

会計期間

自　平成21年
  　４月１日
至　平成21年
  　９月30日

自　平成22年
  　４月１日
至　平成22年
  　９月30日

自　平成21年
  　７月１日
至　平成21年
  　９月30日

自　平成22年
  　７月１日
至　平成22年
  　９月30日

自　平成21年
  　４月１日
至　平成22年
  　３月31日

売上高 (百万円) 202,012 197,627 102,587 101,151 419,255

経常利益 (百万円) 1,651 4,796 1,082 2,594 9,924

四半期(当期)純利益 (百万円) 548 1,963 219 992 5,104

純資産額 (百万円) ― ― 309,362 310,028 312,534

総資産額 (百万円) ― ― 668,377 650,342 664,357

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,128.941,131.361,140.54

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 2.00 7.17 0.80 3.63 18.65

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― 18.42

自己資本比率 (％) ― ― 46.2 47.6 47.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 22,081 8,769 ― ― 30,811

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △10,672 △2,875 ― ― △13,034

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △11,830 △10,966 ― ― △14,519

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 28,605 27,211 32,283

従業員数 (名) ― ― 7,066 6,684 6,847

(注) １　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。

２　売上高には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

３　第74期第２四半期連結累計(会計)期間及び第75期第２四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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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。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

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ありません。 

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 6,684[ 1,425]

(注)  従業員数は就業人員であり、従業員数欄の［外書］は、臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均雇用者数

(月間所定労働時間を基準に算出)です。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 208[    39]

(注)  従業員数は就業人員であり、従業員数欄の［外書］は、臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均雇用者数(月間

所定労働時間を基準に算出)です。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産の状況

当社及び関係会社において、該当事項はありません。

　
(2) 受注の状況

小売関連サービス事業の一部において受注による営業を行っており、当第２四半期連結会計期間の受

注額は3,902百万円 (前年同四半期比109.9％)、当第２四半期連結会計期間末の受注残高は684百万円

(同119.0％)です。

(注)  上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

　
(3) 販売の状況

当第２四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
　

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

小売事業 　 　

婦人用品 24,621 ―

紳士・スポーツ用品 15,615 ―

装飾雑貨 22,705 ―

家庭用品 5,203 ―

食品・レストラン 12,292 ―

小売事業計 80,438 ―

カード事業 12,039 ―

小売関連サービス事業 8,672 ―

合計 101,151 ―

(注) １  上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

２  上記の金額は、外部顧客に対する売上高を示しております。

　
(4) 仕入の状況

当第２四半期連結会計期間における小売事業セグメントの仕入実績は、次のとおりです。
　

セグメントの名称 金額(百万円) 前年同四半期比(％)

小売事業 　 　

婦人用品 16,381 ―

紳士・スポーツ用品 11,048 ―

装飾雑貨 14,565 ―

家庭用品 4,347 ―

食品・レストラン 10,596 ―

合計 56,940 ―

(注)  上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

　
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ありません。
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また、前連結会計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ありません。

　

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ありません。

　

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】

(1) 業績の状況

当第２四半期の経営環境は、外需の拡大による企業業績の回復など一部に明るい兆しが見られる一方で、円

高や海外景気の下振れ懸念などの不安材料に加え、雇用情勢や所得環境は引き続き低調に推移するなど、先行

き不透明な状況が続きました。

このような環境のもと、当社グループにおきましては、厳しい環境下においても、利益が確保できる体質に

転換するため「事業・収益構造の転換」に取り組むとともに、当社グループの強みである「店舗・カード・

Ｗｅｂ」の三位一体の独自の戦略を推進することで業績の回復を目指してまいりました。

この結果、上半期のお買上客数が順調に拡大し、７・８月期の既存店売上高が増加に転じるなど、小売事業

の売上高は計画を上回る結果となりました。さらに、ショッピングクレジットが引き続き好調に推移したこと

で、カード事業の売上高は計画どおり増収となり、連結売上高は101,151百万円（前年同期比1.4％減）となり

ました。利益面につきましては、政策的にすすめてまいりました販管費の削減により、営業利益は2,860百万円

（前年同期比235.4％）、経常利益は2,594百万円（同239.6％）、四半期純利益は992百万円（同451.4％）と

なりました。

 

セグメント別の状況

（小売事業）

小売事業では、お客様ニーズに基づく商売の見直しを継続・強化することで、客層ならびに客数の拡大によ

る売上高の回復に努めてまいりました。

まず、品揃えにつきましては、価格帯の見直しやカテゴリーの拡大等に加え、リーマンショック以降急激に

変化したお客様の購買行動や価値観に対応した取り組みをよりいっそう強化してまいりました。具体的には、

今春から新たに「おしゃれだけじゃない！」というテーマのもと、従来のファッション性に加え、お客様のラ

イフスタイルに合わせた付加価値の高いＰＢ商品の展開を開始いたしました。特に、お客様と共同で開発した

「履き心地」にこだわったパンプスは、これまでのＰＢ商品の販売実績を大幅に上回る成果を挙げるなど大

変好評をいただきました。また、自主・ＰＢ商品が牽引役となり、荒利益率も下げ止まりの兆しが見られ、第２

四半期は前年同水準で推移いたしました。

さらに、今期は、お客様ニーズに迅速にお応えするため、各店舗・各売場での独自の取り組みを強化すると

ともに、引き続き、エポスカードの会員優待セールの実施や、カード・Ｗｅｂとの連携を高めた施策など、当社

グループの強みである「三位一体」の取り組みにより、お得意様づくりとお付き合い期間の長期化を着実に

すすめてまいりました。
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この結果、厳しい消費環境の中でも、30歳以上のお客様のお買上客数が高伸長するなど、客層の幅を広げる

ことで、既存店のお買上客数は14ヵ月連続で増加し、第２四半期３ヵ月間のお買上客数は８％増と順調に拡大

いたしました。また、お客様のご支持のバロメーターとして重視している既存店のご来店客数も４％増と、昨

年の下半期に続き増加いたしました。

一方、コスト面では、計画的に実施してまいりました店舗のスクラップ＆ビルドや既存店改装の見直しなど

により、設備費や減価償却費の低減を図るとともに、カタログからＷｅｂ中心のビジネスへの移行をすすめて

いる通信販売では、最大のコストであるカタログ経費の見直しにより、収益構造の改善にも取り組んでまいり

ました。

以上の結果、第２四半期の小売事業の営業利益は、黒字に転換し、連結営業増益に大きく貢献いたしました。

　

　(カード事業）

カード事業では、カード会員数とご利用客数の拡大に取り組んでまいりました。

具体的には、丸井店舗での入会促進に加え、６月からの㈱ＥＭＩミュージック・ジャパン様、㈱ノジマ様と

の新規の提携や、教習所などの関連事業の協業先での発行を強化するなど、丸井店舗以外でのカードの発行拠

点を増やすことで、カード会員数の拡大を図ってまいりました。これにより、９月末の会員数は、前年同期に対

して17万人増加し約480万人となりました。

また、丸井店舗の導入階にカード発行カウンターを設置し、お客様の利便性を高めるとともに、発行時のご

案内を強化するなど、ご利用客数の拡大に取り組んでまいりました。さらに、カード会員向けの優待施設の拡

充や、継続利用を促進するため、エポスカードによる携帯電話や公共料金のお支払いをお勧めするなど、メイ

ンカード化に向けた施策により、ご利用客数も14万人増加し約220万人となりました。

この結果、キャッシングの融資残高の減少にともない、消費者ローン利息収入が減少する一方で、加盟店で

のショッピングクレジットの取扱高は、約1.3倍と引き続き好調に推移し、割賦売掛金残高が20年ぶりに1,000

億円を超えるなど、割賦手数料と加盟店手数料が順調に拡大いたしました。これにより、カード事業の売上高

は計画どおり増収を確保するとともに、キャッシングからショッピングクレジットへ収益構造の転換を確実

にすすめることができました。

また、2006年に発行を開始したエポスカードは、今期最初の更新時期を迎えましたが、店舗を持つ当社独自

の強みを活かし、３割以上のお客様の更新手続きを丸井店舗で実施することで、郵送費の効率化を図るなど、

ローコストな運営を推進してまいりました。

以上の結果、カード事業は４半期連続で増収増益となりました。

 

（小売関連サービス事業）

小売関連サービス事業では、商業施設の受注環境の悪化などにより、店装事業の売上高が減少する一方で、

システム運営受託事業が拡大したことなどにより、売上高は前期並の水準を確保し、計画通り推移いたしまし

た。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は第１四半期連結会計期間末に比べて

2,938百万円減少し、27,211百万円となりました。当第２四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フ

ローの状況は次のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フローは8,500百万円の収入となり、前年同四半期連結会計期間の収入に

比べて18,883百万円減少いたしました。これは、前年同四半期連結会計期間に割賦売掛金の流動化による

収入が10,940百万円あったことなどによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは2,413百万円の支出となり、前年同四半期連結会計期間に比べて

1,273百万円支出が増加いたしました。これは主に、固定資産の取得による支出が507百万円増加したこと

や、投資有価証券の売却による収入が227百万円減少したことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは9,025百万円の支出となり、前年同四半期連結会計期間に比べて

21,003百万円支出が減少いたしました。これは、長期借入れによる収入が11,000百万円増加した一方、コ

マーシャル・ペーパーの償還による支出が5,000百万円増加したことや、前年同四半期連結会計期間に短

期借入金の減少による支出が14,995百万円あったことなどによるものです。

 

第２四半期連結会計期間　要約連結キャッシュ・フロー計算書 　
　 前第２四半期 当第２四半期

増減額区分 連結会計期間 連結会計期間

　 （百万円） （百万円） （百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,383 8,500 △18,883

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,139 △2,413 △1,273

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,028 △9,025 21,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,784 △2,938 846

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,605 27,211 △1,393

　

(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重要な変更はありませ

ん。

なお、当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めて　　　おり、

その内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

 

（株式会社の支配に関する基本方針）

1. 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業価値　　　およ

び株主共同の利益を確保し、向上させる者が望ましいと考えております。

また、当社の企業価値および株主共同の利益を向上させていくためには、当社の企業理念や経　　　営資

源に関する十分な理解、中長期的な視点に立った安定的な経営が不可欠であると考えており　　　ます。

  現在、当社は、小売業界における厳しい競争の中、企業価値および株主共同の利益を確保し、向上させる

ため、中期経営計画を基本とした諸施策に全力で取組んでおりますが、近時、わが国の資本市場において

は、対象となる会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、一方的に大量の株式を取得

するといった動きが見受けられます。

　

もとより、当社は、上場会社である以上、当社株式の売買は、株主や投資家の皆様の自由な判断において

なされるのが原則であり、当社株式の大量取得行為がおこなわれる場合においても、これに応じるべきか
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否かの判断は、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えております。従いまし

て、当社の企業価値および株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量取得行為の中には、その目的からみて、真摯に合理的な経営をめざす　　もの

ではなく、会社に回復し難い損害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれ　　のあるも

の、対象会社の株主や取締役会がその条件などについて検討し、あるいは対象会社の取締　　役会が代替案

を提示するための十分な時間や情報を提供しないものなど、対象会社の企業価値およ　　び株主共同の利

益に資さない取得行為がおこなわれる可能性も否定できません。

当社は、このような買収者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと

判断いたします。

 

2. 基本方針の実現に資する取組みの内容

① 当社の企業価値および株主共同の利益を確保し、向上させるための取組み

当社グループでは、商品カテゴリーの拡大やサイズ展開の見直しなど、お客様ニーズに基づく商売の見

直しをすすめ、客層ならびに客数の拡大による売上高の回復につとめております。

特に、丸井のプライベートブランドを中心に、お客様ニーズにお応えしたライフスタイルファッ　　ショ

ンを提案し、ＳＰＡのノウハウを活かした品揃え、売場づくりをすすめるとともに、仕入れの　　効率化や

ショップの選択と集中を通じて、利益が確保できる体制づくりをすすめております。　

また、グループの経営資源とノウハウを最大限に活用し、店舗・カード・Ｗｅｂが三位一体とな　　って

相乗効果を発揮する、独自のビジネスモデルの構築をすすめています。年間のべ１億７千万人　　の来店が

ある「店舗」を最大限活用し、「販売の場」としてだけでなく、独自の接客ノウハウを通　　じてカード発

行やネット登録、Ｗｅｂ通販の会員登録などをおすすめしてまいります。また、店　　舗・Ｗｅｂ通販の在

庫の一元管理化や、Ｗｅｂ通販で購入した商品を店舗で試着・受取りができる　　マルイウェブチャネル

パークの開設による利便性の向上など、店舗とＷｅｂ通販の融合をすすめて　　おります。

このように、丸井グループの経営資源とノウハウを最大限に活用して当社グループならではの独　　自

のビジネスモデルを確立し、今後の成長と業績の向上につとめてまいります。　

② 社会的責任への取組み

当社は、株主の皆様、お客様、お取引先の皆様、そして従業員からも信頼される企業グループで　　あり続

けることをめざし、安全で安心な営業体制の確立や個人情報保護など法令・ルールの遵守、環境保全に配

慮した活動をおこなうなど、積極的に社会的責任を果たすべく取組みを推進しています。

③ コーポレート・ガバナンス強化への取組み

当社では、健全で公正な経営を第一に、長期安定的に企業価値および株主共同の利益を向上させ　　てい

くことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方として、監査機能の強化と透明度の高い　　経営を

推進するとともに、経営の透明性・公正性をより一層高めるため、社外取締役の選任など、コーポレート

・ガバナンスの充実につとめています。
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3. 不適切な者によって支配されることを防止する取組み

前記の基本方針の実現に資する取組みを基本として、当社の企業価値および株主共同の利益の最　　大

化を追求してまいる所存でございますが、企業価値および株主共同の利益に資さない株式の大量　　取得

行為がおこなわれる可能性を否定できない現状を踏まえ、当社取締役会は、そのような行為を　　抑止する

ため、平成20年５月12日開催の取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応　　策（買収防衛

策）(以下「本プラン」といいます。）の導入を決議し、平成20年６月27日開催の第　　72回定時株主総会

において、株主の皆様のご承認をいただきました。

これは、当社株式の大量取得行為がおこなわれる場合に、株主の皆様が適切な判断をするため　　に、あ

るいは当社経営陣や独立委員会等が買収者と交渉・協議するために、必要・十分な情報と時　　間を確保

することにより、当社の企業価値および株主共同の利益を確保し、向上させることを目的　　としておりま

す。

本プランは、(a)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上とな　　る買

付、または、(b)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有　　割合および

その特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け（以下「買付等」といいます。）

を対象とします。

当社の株券等について買付等がおこなわれる場合、当該買付等をおこなおうとする者（以下「買　　付

者等」といいます。）には、買付内容等の検討に必要な情報および本プランを遵守する旨の誓約　　文言等

を記載した書面を当社取締役会に対して事前に提出していただきます。その後、買付者等か　　ら提供され

た情報や当社取締役会からの意見およびその根拠資料や代替案が、独立性の高い社外取　　締役および社

外監査役によって構成される独立委員会に提供され、その評価、検討を経るものとし　　ます。独立委員会

は、必要に応じて、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会　　計士、弁護士、コンサル

タントその他の専門家を含みます。）の助言を得た上、買付等の内容の評　　価・検討、当社取締役会の提

示した代替案の検討、直接または間接に買付者等との交渉、株主の皆　　様に対する情報開示等をおこない

ます。

独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、その他買付等の内　　容の

検討の結果、当該買付等が当社の企業価値および株主共同の利益に対する明白な侵害をもたら　　すおそ

れのある買付等である場合など、本プランに定める要件のいずれかに該当すると認めた場合　　には、当社

取締役会に対して、新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。

当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して新株予約権の無償割当ての実施または不実　　施

等に関する会社法上の機関としての決議をおこなうものとします。また、当社取締役会は、独立　　委員会

の新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を尊重し、新株予約権の無償割当ての実施　　を決議し

た場合には、株主総会を招集し、株主の皆様の意思を確認します(ただし、買付者等が本　　プランに定めら

れた手続を遵守しない場合を除きます。)。

本プランの有効期間は、平成20年６月27日開催の第72回定時株主総会終結の時から平成23年６月　　に

開催予定の定時株主総会終結の時までとします。ただし、有効期間の満了前であっても、当社の　　株主総

会において出席した議決権を行使することができる株主の皆様の議決権の過半数をもって本　　プランを

廃止または変更する旨の決議がおこなわれた場合には、本プランはその時点で、廃止また　　は変更される

ものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成する取締役会により本プランを廃止する

旨の決議がおこなわれた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
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本プラン導入時点においては、新株予約権の無償割当て自体はおこなわれませんので、株主の皆　　様の

権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、新株予約権の無償割当てが　　おこなわ

れた場合、株主の皆様が新株予約権の行使および行使価額相当の金銭の払込をおこなわな　　ければ、他の

株主の皆様による新株予約権の行使により、その保有する当社株式の価値が希釈化さ　　れることになり

ます（本プランに定められたところに従い、当社が非適格者以外の株主の皆様から　　新株予約権を取得

し、それと引き換えに当社株式を交付することとした場合を除きます。)。ま　　た、一旦新株予約権の無償

割当ての実施が承認された場合であっても、本プランに定められたとこ　　ろに従い、当社が新株予約権の

無償割当てを中止し、または新株予約権を無償にて取得することと　　した場合には、当社株式の１株当た

りの価値の希釈化は生じませんので、かかる希釈化が生じるこ　　とを前提にして売買をおこなった株主

の皆様は、当社株式の株価の変動により相応の損害を被る可　　能性があります。

その他、本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載の平成20年５月12日付「当社株式の

大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について」をご参照ください。

(http://www.0101maruigroup.co.jp/pdf/settlement/08_0512/08_0512_2.pdf) 

 

4. 具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

前記の基本方針の実現に資する取組みは、いずれも当社の企業価値および株主共同の利益を継続　　的

かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、当社の基本方針に沿う　　もの

であります。

また、本プランは、前記の「3.不適切な者によって支配されることを防止する取組み」に記載の　　とお

り、当社の企業価値および株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されたもの　　であり、

当社の基本方針に沿うものであります。特に、本プランは、株主総会で承認を得て導入さ　　れたものであ

ること、合理的かつ客観的要件が設定されていること、独立性の高い社外取締役およ　　び社外監査役に

よって構成される独立委員会の判断を重視すること、独立委員会は第三者専門家の　　助言を得ることが

できること、当社取締役の任期は１年であり、毎年の取締役の選任を通じても、本プランにつき、株主の皆

様のご意向を反映させることが可能なこと、当社株主総会または取締役会により、いつでも廃止すること

ができることなどにより、公正性・客観性が担保されており、当社の企業価値および株主共同の利益を損

なうものではなく、当社取締役の地位の維持を目的とするものではありません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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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ありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末における重要な設備の新設、除却等の計

画について、重要な変更はありません。また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な

設備の新設の計画は次のとおりです。

会社名
事業所名

（所在地）

セグメント

の名称
設備の内容

投資予定額(百万円) 資金調達

方法
着工年月

完成予定

年月

売上予定

額(年間)総額 既支払額

(株)丸井
京都店(仮称)

(京都市下京区)
小売事業 店舗内装等 3,000 - 自己資金等 未定

平成23年

春
未定

(注)  上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。

　

なお、前四半期連結会計期間末における設備計画のうち、当第２四半期連結会計期間に完了したものは

次のとおりです。

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容
投資額
(百万円)

完了年月

㈱丸井 各店改装工事 小売事業 店舗内装 751平成22年９月

(注)  上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
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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 1,400,000,000

計 1,400,000,000

　

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９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11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 318,660,417318,660,417
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

計 318,660,417318,660,417― ―

(注)　提出日現在発行数欄には、平成22年11月１日以降提出日現在までの新株予約権の行使(転換社債の転換)により発

行された株式数は含めておりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

 旧転換社債等に関する事項は、次のとおりです。

「第９回」無担保転換社債(平成８年９月24日発行)

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

残高(百万円) 39,532

転換価格(円) 2,153

資本組入額(円) 1,077

　

（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】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（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７月１日～
平成22年９月30日

― 318,660 ― 35,920 ― 91,307
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（６）【大株主の状況】

　 　 平成22年９月30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(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

中央区晴海１丁目８－11 24,753 7.76

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

港区浜松町２丁目11－３ 18,932 5.94

株式会社アトム 豊島区西池袋３丁目６－18 6,722 2.10

青井不動産株式会社 渋谷区神南１丁目21－３ 6,019 1.88

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 千代田区丸の内２丁目７－１ 5,808 1.82

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-
TREATY CLIENTS
(常任代理人　香港上海銀行
東京支店）

338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000AUSTRALIA
（中央区日本橋３丁目11－1）

5,540 1.73

青　井  忠　雄 渋谷区 5,284 1.65

ジユニパー
(常任代理人  株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行)

P.O. BOX 2992 RIYADH 11169 KINGDOM OF
SAUDI ARABIA
（千代田区丸の内２丁目７－１）

4,841 1.51

ステート ストリート バンク 
アンド トラストカンパニー
505225
（常任代理人　株式会社みずほ
コーポレート銀行 決済営業部）

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101
U.S.A.
（中央区月島４丁目16－13）

4,368 1.37

三井住友海上火災保険株式会社 中央区新川２丁目27－２ 3,911 1.22

計 ― 86,181 27.04

(注)　1.当社は、自己株式  44,943千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

2.株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及びその共同保有者から平成22年７月５日付で提出された大量保有報告書

（変更報告書）により、平成22年６月28日現在で以下のとおり、株式を保有している旨の報告を受けました　　　　　

　が、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の

　状況は株主名簿によっております。なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりです。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（千株)

株券等保有割合
(％)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 千代田区丸の内２丁目７－１ 5,808 1.82

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 千代田区丸の内１丁目４－５ 9,060 2.84

三菱ＵＦＪ投信株式会社 千代田区丸の内１丁目４－５ 1,605 0.50

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社

千代田区丸の内２丁目５－２ 2,368 0.74

　　

3.住友信託銀行株式会社及びその共同保有者から平成22年７月７日付で提出された大量保有報告書（変更

　報告書）により、平成22年６月30日現在で以下のとおり、株式を保有している旨の報告を受けましたが、

　当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の

　状況は株主名簿によっております。なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりです。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（千株)

株券等保有割合
(％)

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁目５－33 5,335 1.67

日興アセットマネジメント株式
会社

港区赤坂９丁目７－１ 13,877 4.36

EDINET提出書類

株式会社　丸井グループ(E03040)

四半期報告書

13/31



　

　（７）【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年９月30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 

44,943,800
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

273,587,5002,735,875
―

単元未満株式
普通株式

129,117
― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 318,660,417― ―

総株主の議決権 ― 2,735,875 ―

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22年９月30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)
株式会社丸井グループ

中野区中野４－３－２ 44,943,800 ― 44,943,80014.10

計 ― 44,943,800 ― 44,943,80014.10

　

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
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 790 761 673 653 647 671

最低(円) 683 617 603 586 560 558

(注)  株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。

　

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

　　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、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30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７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30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

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、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第２四半

期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年

４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については有限責任 あずさ監査法人によ

る四半期レビューを受けております。

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査

法人となっております。

　

EDINET提出書類

株式会社　丸井グループ(E03040)

四半期報告書

15/31



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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 27,211 32,283

受取手形及び売掛金 4,907 5,160

割賦売掛金 105,898 95,871

営業貸付金 181,066 191,486

商品 25,658 25,566

その他 22,291 22,854

貸倒引当金 △10,030 △9,820

流動資産合計 357,003 363,403

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 81,375

※1
 85,444

土地 103,312 103,312

その他（純額） ※1
 14,029

※1
 10,398

有形固定資産合計 198,717 199,154

無形固定資産 7,346 7,552

投資その他の資産

投資有価証券 19,528 27,568

差入保証金 44,900 45,947

その他 22,845 20,732

投資その他の資産合計 87,274 94,248

固定資産合計 293,339 300,954

資産合計 650,342 664,357
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 28,141 27,914

短期借入金 75,753 75,744

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

コマーシャル・ペーパー － 20,000

未払法人税等 2,881 582

賞与引当金 4,254 2,773

ポイント引当金 1,054 940

商品券等引換損失引当金 138 134

その他 15,929 17,078

流動負債合計 158,152 175,166

固定負債

社債 55,000 55,000

転換社債 39,532 39,532

長期借入金 74,400 63,400

利息返還損失引当金 6,283 12,119

その他 6,946 6,605

固定負債合計 182,161 176,656

負債合計 340,314 351,823

純資産の部

株主資本

資本金 35,920 35,920

資本剰余金 91,307 91,307

利益剰余金 242,229 242,182

自己株式 △53,886 △53,885

株主資本合計 315,571 315,525

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,897 △3,337

評価・換算差額等合計 △5,897 △3,337

少数株主持分 355 345

純資産合計 310,028 312,534

負債純資産合計 650,342 664,357

EDINET提出書類

株式会社　丸井グループ(E03040)

四半期報告書

17/31



（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

小売事業売上高 161,577 156,891

小売事業売上原価 115,481 112,812

小売事業売上総利益 46,095 44,078

カード事業収益

消費者ローン利息収入 16,299 15,141

割賦手数料 4,635 5,273

その他 2,687 3,501

カード事業収益合計 23,622 23,915

小売関連サービス事業収益 16,812 16,819

小売関連サービス事業原価 13,316 13,649

小売関連サービス事業総利益 3,496 3,170

売上総利益 73,214 71,165

販売費及び一般管理費 ※1
 71,665

※1
 65,948

営業利益 1,548 5,216

営業外収益

受取利息 97 88

受取配当金 270 283

固定資産受贈益 1,001 358

その他 486 315

営業外収益合計 1,856 1,045

営業外費用

支払利息 1,457 1,285

持分法による投資損失 79 －

その他 217 179

営業外費用合計 1,754 1,465

経常利益 1,651 4,796

特別利益

投資有価証券売却益 229 828

債権譲渡益 1,059 －

特別利益合計 1,288 828

特別損失

固定資産除却損 1,402 327

店舗閉鎖損失 337 －

減損損失 184 －

投資有価証券評価損 679 513

投資有価証券売却損 － 4

会員権評価損 2 －

たな卸資産評価差額 － ※2
 757

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 545

特別損失合計 2,607 2,147

税金等調整前四半期純利益 332 3,477

法人税等 △228 1,498

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,978

少数株主利益 12 15

四半期純利益 548 1,963
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

小売事業売上高 82,176 80,438

小売事業売上原価 59,281 57,909

小売事業売上総利益 22,895 22,529

カード事業収益

消費者ローン利息収入 8,061 7,477

割賦手数料 2,382 2,684

その他 1,381 1,878

カード事業収益合計 11,825 12,039

小売関連サービス事業収益 8,585 8,672

小売関連サービス事業原価 6,769 7,076

小売関連サービス事業総利益 1,816 1,596

売上総利益 36,536 36,165

販売費及び一般管理費 ※
 35,321

※
 33,305

営業利益 1,214 2,860

営業外収益

受取利息 50 43

受取配当金 5 4

固定資産受贈益 492 283

その他 146 149

営業外収益合計 694 481

営業外費用

支払利息 720 645

持分法による投資損失 44 －

その他 61 102

営業外費用合計 826 747

経常利益 1,082 2,594

特別利益

投資有価証券売却益 229 0

債権譲渡益 1,059 －

特別利益合計 1,288 0

特別損失

固定資産除却損 1,044 269

店舗閉鎖損失 337 －

減損損失 184 －

投資有価証券評価損 676 513

会員権評価損 2 －

特別損失合計 2,245 782

税金等調整前四半期純利益 125 1,812

法人税等 △102 812

少数株主損益調整前四半期純利益 － 999

少数株主利益 7 6

四半期純利益 219 992
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９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利益 332 3,477

減価償却費 9,455 7,579

ポイント引当金の増減額（△は減少） 72 114

貸倒引当金の増減額（△は減少） 170 210

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △5,465 △5,835

賞与引当金の増減額（△は減少） △607 1,481

受取利息及び受取配当金 △368 △371

支払利息 1,457 1,285

投資有価証券売却損益（△は益） △229 △824

固定資産除却損 1,233 323

減損損失 184 －

たな卸資産評価差額 － 757

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 545

受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） 1,813 253

割賦売掛金の増減額（△は増加） 2,723 △10,026

営業貸付金の増減額（△は増加） 7,287 10,419

たな卸資産の増減額（△は増加） 690 △973

買掛金の増減額（△は減少） 658 226

その他 △2,740 812

小計 16,668 9,453

利息及び配当金の受取額 305 309

利息の支払額 △1,233 △1,041

法人税等の支払額 △718 △676

法人税等の還付額 7,059 724

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,081 8,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △12,409 △7,878

投資有価証券の売却による収入 230 4,047

差入保証金の差入による支出 △320 △4

差入保証金の回収による収入 1,736 1,282

その他 90 △321

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,672 △2,875

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） △3,787 9

長期借入れによる収入 2,000 11,000

社債の発行による収入 4,921 －

社債の償還による支出 △20,000 －

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

9,000 △20,000

自己株式の取得による支出 △1 △2

配当金の支払額 △3,832 △1,916

その他 △131 △58

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,830 △10,966

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △421 △5,072

現金及び現金同等物の期首残高 29,026 32,283

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 28,605

※
 27,211
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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４月１日　至  平成22年９月30日)

１　持分法の適用に関する事項

の変更

持分法適用関連会社の変更

ヤマトホームコンビニエンス㈱は、当社が所有する株式を全て売却したため、持

分法の適用範囲から除外しております。

２　会計処理基準に関する事項

の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産  

商品の評価方法は、従来、売価還元法による原価法(貸借対照表価額は収益性

の低下による簿価切下げの方法により算定)によっておりましたが、小売事業

における荒利益率の改善に向け、仕入れ・在庫コントロールの精度をさらに

高めるための施策として、また、在庫の管理・運用方法の改善の結果、より詳

細な在庫管理が可能となったため、第１四半期連結会計期間より、月次総平均

法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法に

より算定)に変更しております。

この変更は、財政状態及び経営成績をより適正に表示するものであり、また、

将来の国際会計基準の適用も視野に入れたものです。

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間

の営業利益及び経常利益はそれぞれ51百万円増加し、税金等調整前四半期純

利益は706百万円減少しております。

　 (2) 資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計

基準第18号  平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日)を適用しており

ます。

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ

18百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は563百万円減少しております。

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は655百万円で

す。

　

【表示方法の変更】

　

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日　至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)

に基づく「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21年３月24日  内閣府令第５号)の適用により、当第２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示し

ております。  

　

　
当第２四半期連結会計期間

(自  平成22年７月１日　至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)

に基づく「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21年３月24日  内閣府令第５号)の適用により、当第２四

半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示し

ております。  

　

EDINET提出書類

株式会社　丸井グループ(E03040)

四半期報告書

21/31



　

【簡便な会計処理】

　

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日　至  平成22年９月30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、前連結会計年度決算において算定し

た貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定する方法によっております。

２　たな卸資産の評価方法 当第２四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

連結会計年度末に係る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。

３　固定資産の減価償却費の算

定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。

４　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、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、

前連結会計年度末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、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時

差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末にお

いて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影

響を加味したもの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４月１日　至  平成22年９月30日)

税金費用の計算 税金費用の計算については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の

税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっておりま

す。ただし、見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、法

定実効税率を使用する方法によっております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

　

【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９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、203,983百万円

です。

２　偶発債務

金融機関が行っている個人向けローンに対する

保証債務残高は、2,669百万円です。

※１  有形固定資産の減価償却累計額は、197,519百万円

です。

２  　　　　　　――――――
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(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４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９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

は次のとおりです。

　 百万円

広告宣伝販促費 6,203

ポイント引当金繰入額 820

貸倒引当金繰入額 5,449

給料及び手当 16,411

賞与引当金繰入額 3,556

地代家賃 9,350

減価償却費 8,461

 

　２　  　　　　　　――――――

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりです。

　 百万円

広告宣伝販促費 5,078

ポイント引当金繰入額 1,054

貸倒引当金繰入額 5,252

給料及び手当 15,573

賞与引当金繰入額 4,062

地代家賃 8,586

減価償却費 6,663

 

※２  たな卸資産評価差額は、商品の評価方法の変更に

伴う期首在庫の評価差額です。

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。 

　 百万円

広告宣伝販促費 2,639

ポイント引当金繰入額 744

貸倒引当金繰入額 2,661

給料及び手当 8,150

賞与引当金繰入額 1,802

地代家賃 4,701

減価償却費 4,300

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。 

　 百万円

広告宣伝販促費 2,237

ポイント引当金繰入額 876

貸倒引当金繰入額 2,640

給料及び手当 7,724

賞与引当金繰入額 2,173

地代家賃 4,294

減価償却費 3,348

　

(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４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30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

(平成21年９月30日現在)

　 　 百万円

現金及び預金勘定 28,605　

預入期間が３か月を超える
定期預金

―　

現金及び現金同等物 28,605　
　 　 　

※  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

(平成22年９月30日現在)

　 　 百万円

現金及び預金勘定 27,211　

預入期間が３か月を超える
定期預金

―　

現金及び現金同等物 27,211　
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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９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４

月１日  至  平成22年９月30日)

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 318,660千株

　

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式        44,943千株

　

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22年６月29日
定時株主総会

普通株式 1,916 7 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間末後となるもの

(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22年11月12日
取締役会

普通株式 1,916 7 平成22年９月30日 平成22年12月6日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【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７月１日  至  平成21年９月30日)
　

　
小売事業
(百万円)

カード事業
(百万円)

小売関連
サービス事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

 (1) 外部顧客に対する
     売上高

82,176 11,825 8,585 102,587 ― 102,587

 (2) セグメント間の内部
     売上高又は振替高

1,253 1,003 5,237 7,494 (7,494) ―

計 83,430 12,828 13,822110,081(7,494)102,587

営業利益又は営業損失(△) △1,281 2,435 741 1,895 (680) 1,214

　

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)
　

　
小売事業
(百万円)

カード事業
(百万円)

小売関連
サービス事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

 (1) 外部顧客に対する
     売上高

161,57723,622 16,812202,012 ― 202,012

 (2) セグメント間の内部
     売上高又は振替高

2,537 1,868 12,794 17,200(17,200) ―

計 164,11425,490 29,607219,212(17,200)202,012

営業利益又は営業損失(△) △3,041 4,748 1,354 3,062 (1,513) 1,548
　

(注) １  事業区分の方法

事業区分は、四半期連結財務諸表提出会社の内部管理上採用している区分によっております。

　　 ２  各事業区分の主要な内容

・小売事業 ……………………… 衣料品、装飾雑貨、家庭用品、食品等の販売

・カード事業 …………………… クレジットカード業務、消費者ローン及び保険の取扱い等

・小売関連サービス事業 ……… 店舗内装事業、広告宣伝事業、建物等の保守管理事業、不動産賃貸事業、

　　　　　　　　　　　　　　　情報システム事業、貨物自動車運送事業等

　
【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７月１日  至　平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日  至　平成21年９月30日)において、在外連結子会社及び在外支店がないため、記載事

項はありません。  

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日  至　平成21年９月30日)及び前第２四半期連結累計期間

(自　平成21年４月１日  至　平成21年９月30日)において、海外売上高はいずれも連結売上高の10％未満の

ため、記載を省略しております。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものです。

当社グループは、提供する商品、サービス等により「小売事業」「カード事業」「小売関連サービス事

業」の３つを報告セグメントとしております。

「小売事業」は、衣料品、装飾雑貨、家庭用品、食品等の販売を行っております。「カード事業」は、クレ

ジットカード業務、消費者ローン及び保険の取扱い等を行っております。「小売関連サービス事業」は、

店舗内装、広告宣伝、建物等の保守管理、不動産賃貸、情報システムサービス、ファッション物流受託等を

行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

(単位：百万円)

　

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２小売事業 カード事業

小売関連
サービス事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 156,89123,915 16,819197,627 ― 197,627

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

2,458 1,848 8,804 13,110△13,110 ―

計 159,34925,763 25,624210,738△13,110197,627

セグメント利益 373 5,300 670 6,344 △1,128 5,216

(注) １  セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去1,158百万円、各報告セグメントに配分していない全

社費用△2,287百万円です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の費用

です。

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

(単位：百万円)

　

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２小売事業 カード事業

小売関連
サービス事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 80,438 12,039 8,672 101,151 ― 101,151

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

1,258 934 4,787 6,979 △6,979 ―

計 81,697 12,973 13,459108,131△6,979 101,151

セグメント利益 370 2,670 381 3,422 △562 2,860

(注) １  セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去579百万円、各報告セグメントに配分していない全社

費用△1,141百万円です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない連結財務諸表提出会社の費用です。

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

当第２四半期連結会計期間(自平成22年７月１日 至平成22年９月30日)において、該当事項はありませ
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ん。

　

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号 平成20年３月21日)を適用しております。  

　

(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９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,131.36円
　

１株当たり純資産額 1,140.54円
　

　
２．１株当たり四半期純利益金額等
　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 2.00円
　

１株当たり四半期純利益金額 7.17円
　

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

(注)  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 　 　

　四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 548 1,963

　普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

　普通株式に係る四半期純利益(百万円) 548 1,963

　普通株式の期中平均株式数(千株) 273,740 273,717

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―
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前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 0.80円
　

１株当たり四半期純利益金額 3.63円
　

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

(注)  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
　

　
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 　 　

　四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 219 992

　普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

　普通株式に係る四半期純利益(百万円) 219 992

　普通株式の期中平均株式数(千株) 273,739 273,716

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

平成22年11月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額……………………  1,916百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………  7円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………… 平成22年12月 6日

(注)  平成22年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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11月13日

株式会社丸井グループ

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    飯    塚        　昇    ㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　草　　野　　和　　彦　　㊞

　
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

会社丸井グループの平成21年４月１日から平成22年３月31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７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成

21年９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、株式会社丸井グループ及び連結子会社の平成

21年９月30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11月15日

株式会社丸井グループ

取締役会  御中

　

有 限 責 任  あ ず さ 監 査 法 人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    飯    塚        　昇    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    佐　　野        　裕    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　草　　野　　和　　彦　　㊞

　
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

会社丸井グループの平成22年４月１日から平成23年３月31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７月１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成

22年９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、株式会社丸井グループ及び連結子会社の平成

22年９月30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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