


※  注記事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無 

新規  －社  （社名）            、除外  －社  （社名） 

 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無 

 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：無 

②  ①以外の会計方針の変更                      ：無 

③  会計上の見積りの変更                        ：無 

④  修正再表示                                  ：無 

 

 

（４）発行済株式数（普通株式） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年２月期１Ｑ 6,003,400 株 2020年２月期 6,003,400 株 

②  期末自己株式数 2021年２月期１Ｑ 392,141 株 2020年２月期 392,042 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年２月期１Ｑ 5,611,308 株 2020年２月期１Ｑ 5,611,773 株 

 

 
 

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です 

 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は

様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、【添付資料】２ページ

「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 当第１四半期連結累計期間（３～５月）における百貨店業界は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による消費

の急激な落ち込みや、４月の緊急事態宣言発令に伴い、ほぼ全ての百貨店が営業を自粛したことにより、かつてな

い厳しい商況となりました。

 この間、当社におきましては、お客様の安全と従業員の健康確保を最優先とし、食品物産催事の中止など集客企

画の見直しに加え、４月中旬からは約１ヶ月間臨時休業を行うなど、営業面では極めて厳しい対応を余儀なくされ

ました。

 こうした情勢の中、安全・安心をベースに感染防止策を徹底しながら、前期に引き続き店頭強化策を推し進め、

香林坊店では３月に２階婦人服ゾーンに若い世代を意識したオケージョン対応ブランド「セルフォード」を新規オ

ープンしました。５月１８日の営業再開後につきましても、１階に北陸初登場となる化粧品ショップ「メイクアッ

プキッチン」を新規導入、加えて「クラランス」等の化粧品コーナーをリニュアルオープンする等、顧客層の拡大

に積極的に取り組んで参りました。

 売上高につきましては、香林坊店、富山店ともに臨時休業したこともあり、大幅な減収となりました。 

 利益面におきましては、販売管理費の圧縮に努めて参りましたが、売上高が大きく減少したことにより、損失と

なりました。

 また、その他事業につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響からホテル業の売上高が大幅に落ち込んだ

結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、

  ・売上高              ５１億１千２百万円（対前年同四半期増減率 △52.7％）

  ・営業損失              ５億５千８百万円（対前年同四半期増減率   －％）

  ・経常損失              ５億１千７百万円（対前年同四半期増減率   －％）

  ・親会社株主に帰属する四半期純損失  ３億６千４百万円（対前年同四半期増減率   －％）

となりました。

 

 尚、今後につきましては、お客様と従業員の安全・安心を第一として、新型コロナウイルス感染症の影響を最小

化すべく、営業面を中心に臨機応変に対応するとともに、お客様の期待に応えるべく新規ブランド、企画の導入に

積極的に取り組んで参ります。

 

（２）財政状態に関する説明

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、277億９千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億９千

２百万円増加しました。

 負債については、244億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億３千５百万円増加しました。

 純資産については、33億８千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億４千２百万円減少しました。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、主力の百貨店業において新型コロナウイルス感染症の

影響による客数の落ち込みに加え、食品物産催事の中止等により、売上面への悪影響が懸念される情勢であります

が、現段階において合理的に算定することは困難なことから未定といたしております。業績予想につきましては、

算定が可能となった時点で速やかに開示いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(2020年２月29日) 
当第１四半期連結会計期間 

(2020年５月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,721,576 2,345,248 

受取手形及び売掛金 1,722,013 864,963 

商品及び製品 1,496,645 1,529,045 

仕掛品 16,910 20,877 

原材料及び貯蔵品 42,939 41,658 

その他 396,534 493,126 

貸倒引当金 △24,029 △21,737 

流動資産合計 5,372,589 5,273,183 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 22,455,684 23,211,655 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △14,025,887 △14,163,375 

建物及び構築物（純額） 8,429,797 9,048,280 

機械装置及び運搬具 773,630 770,388 

減価償却累計額 △674,230 △678,203 

機械装置及び運搬具（純額） 99,399 92,185 

土地 8,265,525 8,265,525 

その他 1,480,709 1,670,697 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △994,216 △1,020,908 

その他（純額） 486,493 649,788 

建設仮勘定 314,411 － 

有形固定資産合計 17,595,627 18,055,780 

無形固定資産    

施設利用権 1,572 1,572 

ソフトウエア 33,113 30,845 

無形固定資産合計 34,685 32,418 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,017,283 2,062,232 

差入保証金 5,753,520 5,743,545 

繰延税金資産 150,490 150,472 

その他 132,389 121,610 

貸倒引当金 △3,658,048 △3,648,040 

投資その他の資産合計 4,395,635 4,429,821 

固定資産合計 22,025,948 22,518,019 

資産合計 27,398,538 27,791,202 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(2020年２月29日) 
当第１四半期連結会計期間 

(2020年５月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 2,695,835 1,162,954 

短期借入金 4,408,504 5,994,581 

未払法人税等 42,797 55,146 

商品券 5,271,689 5,733,095 

預り金 2,990,233 3,131,745 

賞与引当金 69,377 42,877 

ポイント引当金 208,253 202,619 

商品券等回収損失引当金 497,223 515,355 

店舗閉鎖損失引当金 33,975 － 

その他 797,457 939,349 

流動負債合計 17,015,347 17,777,724 

固定負債    

長期借入金 3,690,392 3,546,765 

繰延税金負債 606,855 620,512 

再評価に係る繰延税金負債 353,427 353,427 

退職給付に係る負債 1,429,972 1,421,513 

資産除去債務 141,984 142,766 

環境対策引当金 230,000 230,000 

その他 205,678 316,544 

固定負債合計 6,658,310 6,631,529 

負債合計 23,673,658 24,409,253 

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 1,151,981 

利益剰余金 △1,512,637 △1,877,332 

自己株式 △594,702 △594,730 

株主資本合計 2,507,342 2,142,619 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 224,412 255,780 

土地再評価差額金 871,201 871,201 

退職給付に係る調整累計額 61,290 54,485 

その他の包括利益累計額合計 1,156,903 1,181,466 

非支配株主持分 60,634 57,863 

純資産合計 3,724,880 3,381,949 

負債純資産合計 27,398,538 27,791,202 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（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 2019年３月１日 
 至 2019年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2020年３月１日 

 至 2020年５月31日) 

売上高 10,815,807 5,112,076 

売上原価 8,266,355 4,053,091 

売上総利益 2,549,452 1,058,984 

販売費及び一般管理費 2,410,914 1,617,755 

営業利益又は営業損失（△） 138,537 △558,771 

営業外収益    

受取利息 1,157 505 

受取配当金 740 885 

受取賃貸料 31,383 29,343 

長期未回収商品券 83,711 87,452 

店舗閉鎖損失引当金戻入額 60,000 33,399 

持分法による投資利益 977 － 

その他 5,258 11,221 

営業外収益合計 183,229 162,807 

営業外費用    

支払利息 31,463 32,882 

減価償却費 26,870 18,790 

商品券等回収損失引当金繰入額 74,440 55,554 

持分法による投資損失 － 187 

その他 15,171 14,281 

営業外費用合計 147,945 121,695 

経常利益又は経常損失（△） 173,821 △517,659 

特別利益    

補助金収入 20,083 150,260 

貸倒引当金戻入額 － 10,000 

工事負担金等受入額 129,608 － 

その他 － 1,600 

特別利益合計 149,691 161,860 

特別損失    

固定資産除却損 2,063 4,409 

特別損失合計 2,063 4,409 

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（△） 
321,448 △360,208 

法人税、住民税及び事業税 62,688 7,351 

法人税等調整額 △8,031 △93 

法人税等合計 54,657 7,257 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 266,791 △367,466 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
63,679 △2,770 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△） 
203,111 △364,695 
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（四半期連結包括利益計算書）

（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 2019年３月１日 
 至 2019年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2020年３月１日 

 至 2020年５月31日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 266,791 △367,466 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △104,828 31,368 

退職給付に係る調整額 △5,592 △6,805 

その他の包括利益合計 △110,420 24,562 

四半期包括利益 156,370 △342,903 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 92,691 △340,132 

非支配株主に係る四半期包括利益 63,679 △2,770 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 該当事項はありません。
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