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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97期

第１四半期連結
累計期間

第98期
第１四半期連結

累計期間
第97期

会計期間
自 平成27年３月１日 自 平成28年３月１日 自 平成27年３月１日
至 平成27年５月31日 至 平成28年５月31日 至 平成28年２月29日

売上高 (百万円) 5,242 4,572 20,803

経常損失（△） (百万円) △71 △135 △426

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（当期）純損失
（△）

(百万円) 12 △144 △564

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) 386 47 △157

純資産額 (百万円) 20,363 19,864 19,817

総資産額 (百万円) 44,949 43,001 43,423

１株当たり四半期
純利益又は四半期
（当期）純損失（△）

(円) 0.10 △1.11 △4.35

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 45.3 46.2 45.6
 

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、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 売上高には消費税等は含まれておりません。

     ３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

     ４　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連

結累計期間より、「四半期純利益又は四半期（当期）純損失」を「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（当期）純損失」としております。

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容について、重要な

変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

２ 【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ありません。

３ 【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、当四半期連結会計期間の末日において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断した

ものであります。

（1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、中国をはじめとする新興国の成長鈍化や不安定な欧州・中東

情勢に加え、米国経済の不透明感の強まりを背景に、円高・株安に直面し、国内市場は先行き懸念が広がり不安定

な状態が続いています。

　こうした中、当社グループの主たる事業分野であります百貨店業界におきましては、全体を牽引し堅調であった

インバウンド売上が伸び悩んでおり、また国内個人消費も根強い節約・低価格志向により消費マインドが冷え込

み、停滞傾向が継続する状況となっています。

　こうした状況下、当社は新テナントの導入や新規催事、イベントの開催等により、集客力の向上を図り、売上の

確保に努めてまいりましたが、当第１四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、45億７千２百万円（前年同

期比87.2％）となり、引き続き更なる営業費用の削減に努めたものの営業損失９千４百万円（前年同期は営業損失

３千５百万円）、経常損失１億３千５百万円（前年同期は経常損失７千１百万円）となり、当第１四半期連結累計

期間の親会社株主に帰属する四半期純損失は１億４千４百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益１

千２百万円）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

①百貨店業

百貨店業におきましては、新たにラオックス・サカゼン等のテナント導入に加え、新規催事の開催や販促イベ

ントを積極的に展開するなど、集客力の向上に取り組んでまいりましたが、ヤング・ニューキャリアゾーンを中

心とした主力の衣料品の不振などにより、百貨店業の売上高は38億７千１百万円（前年同期比85.0％）となりま

した。利益面につきましても、営業損失１億４千２百万円（前年同期は営業損失７千５百万円）という結果とな

りました。

②不動産賃貸業

不動産賃貸業におきましては、空室率の改善に取り組みましたが、売上高は４億４百万円（前年同期比

96.1％）、営業利益は１億３千万円（前年同期比99.2％）となりました。

③その他

その他の事業におきましては、運送業、清掃業及び百貨店店舗内において友の会事業を運営しており、売上高

は、２億９千６百万円（前年同期比111.8％）、営業損失は0百万円（前年同期は営業損失１千１百万円）となり

ました。
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（2）財政状態の分析

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ４億２千１百万円減少し、430億１百万円と

なりました。これは流動資産が２億１千５百万円減少し、固定資産が２億５百万円減少したことなどによりま

す。流動資産の減少については、現金及び預金が１億７千３百万円減少したことなどによります。固定資産の減

少については、減価償却等により建物及び構築物が１億８千８百万円減少したことなどによります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ４億６千８百万円減少し、231億３千６百

万円となりました。これは流動負債が１億７千９百万円減少し、固定負債が２億８千９百万円減少したことによ

ります。流動負債の減少については、支払手形及び買掛金が１億９千５百万円減少したことなどによります。固

定負債の減少については、再評価に係る繰延税金負債が１億８千１百万円減少したことなどによります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４千６百万円増加し、198億６千４百万

円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失１億４千４百万円により利益剰余金が減少し、再

評価に係る繰延税金負債の取崩しにより土地再評価差額金が１億８千１百万円増加したことなどによります。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

（4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【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 270,000,000

計 270,000,000
 

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28年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年７月７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 130,368,887 130,368,887
東京、名古屋、
各証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は1,000株であ
ります。

計 130,368,887 130,368,887 ― ―
 

(注) 発行済株式のうち、43,750,000株は、現物出資（社債の株式化3,500百万円）によって発行されたものであり

ます。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(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

(株)

発行済株式
総数残高
(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28年５月31日 ― 130,368,887 ― 9,937 ― 2,290

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年２月29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 540,000
 

― ─

完全議決権株式(その他) 普通株式 129,036,000
 

129,036 ─

単元未満株式 普通株式 792,887
 

― ─

発行済株式総数 130,368,887 ― ―

総株主の議決権 ― 129,036 ―
 

（注）１ 「単元未満株式数」の欄には、当社所有の自己株式959株が含まれております。

     ２  当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日(平成28年２月29日)に基づく株主名簿による記載をして

おります。

② 【自己株式等】

平成28年２月29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  栄

名古屋市中区栄
三丁目３番１号

540,000 ― 540,000 0.41

計 ― 540,000 ― 540,000 0.41

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【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)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、第１四半期連結会計期間(平成28年３月１日から平成

28年５月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成28年３月１日から平成28年５月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、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。
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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：百万円)

          
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年５月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,136 963

  受取手形及び売掛金 402 407

  商品 406 392

  その他 564 531

  貸倒引当金 △4 △4

  流動資産合計 2,505 2,290

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 7,150 6,962

   土地 30,433 30,433

   その他（純額） 196 187

   有形固定資産合計 37,781 37,583

  無形固定資産   

   のれん 1,091 1,071

   その他 68 69

   無形固定資産合計 1,160 1,140

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,692 1,709

   その他 280 276

   貸倒引当金 △0 △0

   投資その他の資産合計 1,972 1,985

  固定資産合計 40,913 40,708

 繰延資産 4 2

 資産合計 43,423 43,001

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,505 1,309

  短期借入金 2,400 2,500

  1年内返済予定の長期借入金 3,512 3,534

  1年内償還予定の社債 165 150

  未使用商品券等引当金 217 213

  その他の引当金 33 46

  その他 2,294 2,192

  流動負債合計 10,127 9,947

 固定負債   

  長期借入金 6,399 6,341

  再評価に係る繰延税金負債 3,636 3,454

  退職給付に係る負債 461 459

  その他 2,981 2,932

  固定負債合計 13,478 13,188

 負債合計 23,605 23,136
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成28年２月29日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年５月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,937 9,937

  資本剰余金 2,290 2,290

  利益剰余金 23 △120

  自己株式 △117 △117

  株主資本合計 12,134 11,989

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 26 35

  土地再評価差額金 7,691 7,872

  退職給付に係る調整累計額 △34 △32

  その他の包括利益累計額合計 7,683 7,875

 純資産合計 19,817 19,864

負債純資産合計 43,423 43,001
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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：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年５月31日)

売上高 5,242 4,572

売上原価 4,133 3,586

売上総利益 1,108 985

販売費及び一般管理費 1,144 1,079

営業損失（△） △35 △94

営業外収益   

 受取利息 0 0

 持分法による投資利益 16 11

 売場改装協力金 7 1

 その他 5 3

 営業外収益合計 29 16

営業外費用   

 支払利息 49 44

 その他 16 13

 営業外費用合計 65 58

経常損失（△） △71 △135

特別損失   

 固定資産除却損 11 65

 特別損失合計 11 65

税金等調整前四半期純損失（△） △82 △200

法人税等 △95 △55

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12 △144

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（△）

12 △144
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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：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
　至 平成27年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
　至 平成28年５月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12 △144

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1 8

 土地再評価差額金 362 181

 退職給付に係る調整額 9 1

 持分法適用会社に対する持分相当額 0 0

 その他の包括利益合計 373 191

四半期包括利益 386 47

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 386 47

 非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

（会計方針の変更）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日 至 平成28年５月31日)

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「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25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　

平成25年９月13日）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っておりま

す。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを

行っております。
 

 

（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１四半期連結累計期間

(自 平成28年３月１日 至 平成28年５月31日)

税金費用の計算  税金費用については、当第１四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しております。
 

 

 
（追加情報）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日 至 平成28年５月31日)

（法人税等の税率の変更による影響）

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以降に開始する連結会計年度から法

人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用さ

れる法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。

　平成28年３月１日から平成29年２月28日まで　　　　　　　32.8％

 平成29年３月１日から平成31年２月28日まで　　　　　　　30.7％

　平成31年３月１日以降　　　　　　　　　　　　　　　　　30.5％

　この変更により、固定負債の繰延税金負債が60百万円、再評価に係る繰延税金負債が181百万円、法人税等調

整額が60百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が0百万円、土地再評価差額金が181百万円それぞれ

増加しております。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおり

であります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
至 平成27年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
至 平成28年５月31日)

減価償却費 180百万円 165百万円

のれん償却額 20 20
 

 

 
 
(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成27年３月１日 至 平成27年５月31日)

１. 配当金支払額

 該当事項はありません。

２. 基準日が当第１四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１四半期連結会計期間の末日後

となるもの

 該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間(自 平成28年３月１日 至 平成28年５月31日)

１. 配当金支払額

 該当事項はありません。

２. 基準日が当第１四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１四半期連結会計期間の末日後

となるもの

 該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成27年３月１日 至 平成27年５月31日)

 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

      （単位：百万円）

 
報告セグメント

その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)3百貨店業

不動産
賃貸業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 4,555 421 4,977 264 5,242 ― 5,242

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

2 35 38 135 173 △173 ―

計 4,558 456 5,015 400 5,416 △173 5,242

セグメント利益又は損失(△) △75 131 55 △11 44 △79 △35
 

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業、清掃業及び友の会事業

等を含んでおります。

     ２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△79百万円には、セグメント間取引消去１百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△81百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門における

費用等であります。

     ３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成28年３月１日 至 平成28年５月31日)

 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

      （単位：百万円）

 
報告セグメント

その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)3百貨店業

不動産
賃貸業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 3,871 404 4,276 296 4,572 ― 4,572

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

2 35 37 114 152 △152 ―

計 3,873 440 4,314 410 4,724 △152 4,572

セグメント利益又は損失(△) △142 130 △12 △0 △13 △81 △94
 

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送業、清掃業及び友の会事業

等を含んでおります。

     ２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△81百万円には、セグメント間取引消去１百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△82百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門における

費用等であります。

     ３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年３月１日
 至 平成27年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年３月１日
 至 平成28年５月31日)

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失(△) 0.10円 △1.11円

（算定上の基礎）   

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(△)
 (百万円)

12 △144

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る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(△) (百万円)

12 △144

期中平均株式数 (株) 129,839,805 129,826,108
 

(注) 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おりません。

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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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28年７月７日

株式会社丸栄

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   鬼   頭   潤   子

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   大   橋   敦   司

 

 

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栄の

平成28年３月１日から平成29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28年３月１日から平成28

年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年３月１日から平成28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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

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、株式会社丸栄及び連結子会社の平成28年５月31日現在の財政状態

及び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。

　

利害関係

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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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