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1.  22年2月期の連結業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期 308,848 10.1 △1,083 ― △1,473 ― △9,330 ―

21年2月期 280,640 △6.6 402 △89.3 896 △76.2 263 △42.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年2月期 △33.94 ― △66.4 △0.9 △0.4

21年2月期 1.00 ― 1.4 0.6 0.1

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  △165百万円 21年2月期  △51百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年2月期 164,892 10,367 6.2 37.34
21年2月期 151,993 17,951 11.7 67.82

（参考） 自己資本   22年2月期  10,264百万円 21年2月期  17,819百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年2月期 4,460 △5,657 171 6,394
21年2月期 837 △518 △352 5,901

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年2月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年2月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年2月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

141,000 △6.8 300 ― 100 ― 100 ― 0.36

通期 294,000 △4.8 2,000 ― 1,200 ― 600 ― 2.18

1



4.  その他 

(1) 期中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  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期 275,514,406株 21年2月期 265,042,800株

② 期末自己株式数 22年2月期  590,612株 21年2月期  2,286,082株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年2月期の個別業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期 288,860 15.0 △796 ― △1,577 ― △9,264 ―

21年2月期 251,204 △8.0 782 △75.8 532 △81.2 184 △5.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年2月期 △33.69 ―

21年2月期 0.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年2月期 155,204 10,238 6.6 37.24
21年2月期 140,506 18,491 13.2 70.37

（参考） 自己資本 22年2月期  10,238百万円 21年2月期  18,491百万円

2.  23年2月期の個別業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
可能性があります。 
 なお、上記業績予想に関する事項については、添付資料の４ページをご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

135,000 △4.8 300 ― 100 ― 100 ― 0.36

通期 277,000 △4.1 1,800 ― 800 ― 500 ― 1.82
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(1）経営成績に関する分析 

当期のわが国経済は、一部に持ち直しの兆しが見られるものの、企業収益の低下や雇用情勢の悪化により個人

消費が低迷するなど、不況下のうちに推移いたしました。百貨店業界におきましても、全国百貨店売上高が本年

２月まで24ヵ月連続して前年実績を下回るなど、極めて厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況下、当社は昨年３月、株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌山近鉄百貨店を吸収合併し

業容の拡大を図るとともに、阿部野橋ターミナルビル「タワー館（仮称）」建設工事に先立ち阿倍野店旧館にお

ける営業を取り止め、旧館の売場を東館に移設のうえ阿倍野店を全館リフレッシュオープンいたしました。一

方、一昨年秋から続く厳しい消費環境の中、早急に当社グループの業績を回復させるため、昨年10月に、店舗戦

略の再構築、商品戦略の強化、事業運営の効率化などを柱とする「収支改善・効率化施策」を策定いたしまし

た。これに基づき、今後大幅な収支改善が見込めない旅行事業を廃止するとともに、事業規模に見合った組織体

制の構築と固定費の削減を図るため、希望退職者の募集を行うなど、経営構造の改革に努めました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

＜百貨店業＞  

百貨店業におきましては、前述のとおり株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌山近鉄百貨店を吸収合併

し、両社の後方業務を当社に集約するとともに、スケールメリットを活用した商品調達に取り組みました。阿倍

野店では、旧館閉鎖に伴う営業面積の大幅な減少に対処するため、これまで東館２階において賃貸事業として運

営しておりました専門店街「ラ・セレナ」の営業を取り止め、婦人靴、ハンドバッグなどの売場に変更するとと

もに、３階を増床し新たにレディスヤングファッションゾーン「ヤングスクエア」を開設するなど、フルライ

ン・フルターゲットの商品構成でリフレッシュオープンいたしました。四日市店では、婦人服売場に人気ブラン

ドを、家庭用品売場に生活雑貨ショップを導入する売場改装を実施したことに加え、同店周辺の商業基盤を強化

するため四日市駅前ふれあいモールにヤング層を対象とする人気ショップを開設いたしました。このほか、橿原

店をはじめとする各店においてお客様ニーズに対応した売場改装を順次実施いたしました。また、商品仕入れ業

務と店舗・商品戦略の策定を担うＭＤ統括本部を昨年５月に新設し、機能、品質、ファッション性に加えて値ご

ろ感のある価格政策商品「グッドプライス」の展開強化に取り組むとともに、大手メーカーとの直接取引により

自主開発した紳士服ショップTHE SUITS + PLUS（ザ・スーツ プラス）を阿倍野店で開設するなど、商品力の強

化に取り組みました。このほか、近鉄グループ全体で取り組んでおりますグループ利用促進活動「ＢＹ近鉄」の

一環として、近鉄百貨店商品券を近鉄グループの70社で利用可能な近鉄グループ商品券に変更したほか、昨年12

月から近鉄グループ社員とその家族約5万名を対象に日々の生活に役立つデイリー食品の拡販キャンペーンを通

年展開いたしました。 

これらの諸施策を鋭意実施いたしましたが、消費マインドの冷え込みは厳しく、前述の合併による売上高を含

みましても売上高は２８８，８０１百万円（前期比１４．７％増）にとどまり、人件費をはじめとする諸経費の

徹底した削減に取り組みましたが、誠に遺憾ながら営業損失は１，４５２百万円となりました。 

  

＜卸・小売業＞  

卸・小売業におきましては、株式会社ビッグウィルは書店３店舗を新たに出店したこともあり売上高は好調に

推移いたしましたが、株式会社ジャパン・シーフーズは当社阿倍野店旧館閉鎖の影響による水産加工品の取扱高

減少により、株式会社シュテルン箕面は輸入自動車の新車販売台数の減少により、それぞれ売上高は前期を下回

りました。この結果、売上高は７，７０４百万円（前期比１６．７％減）、営業利益は６２百万円（同３１．

３％減）となりました。 

  

＜その他事業＞ 

その他事業におきましては、株式会社近創は大口内装工事の受注減少により、ミディ総合管理株式会社は鉱油

販売事業における原油価格の下落により売上高は前期を下回りました。この結果、売上高は１２，３４２百万円

（前期比３７．４％減）、営業利益は７９百万円（同２９．１％減）となりました。 

  

以上の結果、当社グループの業績につきましては、各社において人件費をはじめとする諸経費の削減に格段の

努力を払いましたものの、売上高が消費不況の影響を受け、想定を大きく下回る３０８，８４８百万円（前期比

１０．１％増）にとどまり、営業損失は１，０８３百万円、経常損失は１，４７３百万円となりました。これ

に、補償金受入益および固定資産売却益の特別利益２，９８７百万円、特別退職金、退職給付制度一部終了損

失、店舗建替損失などの特別損失８，５３０百万円を加減し、法人税等を控除した結果、誠に遺憾ながら当期純

損失は９，３３０百万円となりました。 

  

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、前述のとおり昨年３月に株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌山

近鉄百貨店を吸収合併したことによる有形固定資産の増加などにより、前連結会計年度末に比べて１２，８９８

百万円増加し、１６４，８９２百万円となりました。 

負債につきましても、資産と同様に合併による短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べて 

２０，４８３百万円増加し、１５４，５２５百万円となりました。 

純資産合計につきましては、資産、負債と同様、合併による増加があった一方、当期純損失９，３３０百万円

を計上したことなどにより、前連結会計年度末に比べて７，５８４百万円減少し、１０，３６７百万円となりま

した。この結果、自己資本比率は６．２％となり、１株当たり純資産は、３７円３４銭となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌

山近鉄百貨店を吸収合併したことにより１，５１８百万円増加しましたが、資金需給を調整した結果６，３９４

百万円となり、前連結会計年度末に比べて４９２百万円増加しました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、「税金等調整前当期純損失」△７，０１６百万円や前連結会計年

度に募集した希望退職者に対する「特別退職金の支払額」△１，０８２百万円がありましたが、「減価償却費」

７，１３０百万円や「たな卸資産の減少額」２，０９８百万円のほか、阿倍野店旧館部分建替えに伴う補償金の

受入などにより、前連結会計年度に比べ収入が３，６２３百万円増加し、４，４６０百万円となりました。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、主に阿倍野店全館リフレッシュオープンによる「有形固定資産の

取得による支出」△８，４０８百万円などがありましたが、「敷金及び保証金の回収による収入」３，６９５百

万円などにより、５，６５７百万円の支出となりました。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は１７１百万円の収入となりました。これは主に、固定資産の取得に

よる長期借入金の増加などによるものです。 

  

③次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、景気は、なお先行き不透明であり、厳しい状況のまま推移するものと思われま

す。百貨店業界におきましては、地方百貨店を中心に店舗閉鎖が相次ぐ一方、大阪地区では同業他社の出店・増

床が間近に迫るなど、競合はますます熾烈の度を増してまいります。また、阿倍野店の営業面積減少が長期にわ

たり継続することから、当社を取り巻く経営環境は厳しい状況が続くものと思われます。 

このような状況の中で当社グループは、業績回復に懸命に努めてまいります。主力の百貨店業におきまして

は、営業力強化のための取組みを強化するとともに、一層の業務効率化を進めてまいります。まず、上本町店隣

接地で建設中の大阪新歌舞伎座、ショッピングゾーン、オフィスで構成される複合ビル「上本町ＹＵＦＵＲＡ」

の1階から5階までを賃借し、本年８月に日常性、利便性の高い商品を取り扱う店舗や美容・健康関連のサービス

施設を集積した商業施設を開設いたします。これに併せて上本町店においても惣菜、菓子などを強化する食料品

売場を中心に各階で売場改装を実施することにより、上本町地区の魅力度を高めてまいります。さらに、開店50

周年を迎える和歌山店では、本年３月から９月にかけてヤング層を対象とする婦人服・婦人洋品のショップを導

入する売場改装を実施し、和歌山地区における地域一番店の地位を盤石のものとしてまいります。このほか、Ｈ

ｏｏｐ、名古屋店（近鉄パッセ）では新規ショップを導入する改装を実施することとしております。なお本年３

月には、四日市店周辺の商業集積をさらに高めるため、ふれあいモールに新設された四日市駅前複合ビル１、２

階にレディスファッション４ショップおよび飲食施設３店舗を開設いたしました。 

次に、商品面におきましては、各店における自主編集売場の拡大や価格政策商品の取組みを一段と強化し、マ

ーケットに対応した品揃えの強化に努めてまいります。その一環として、本年３月に、昨秋の販売開始以降売れ

行きが好調な自主開発紳士服ショップTHE SUITS + PLUS（ザ・スーツ プラス）を上本町店をはじめとする５店

に拡大したほか、就職活動や通勤ＯＬを対象とする女性用のスーツ、雑貨を集積した自主編集ショップSUITS 

mix（スーツ ミックス）を阿倍野店で展開いたしました。さらに、婦人服のミセスマート、子供服のトマトマー

トなどの自主編集売場を、上本町店をはじめとする主要店に展開することとしております。なお、奈良県内で開

催中の平城遷都１３００年祭につきましては、メイン会場となる平城宮跡会場におきまして本年４月下旬から公

式記念品売店等を運営してまいります。 

業務効率化への取組みにつきましては、重複業務の見直しにより各店における後方業務を集約するなど、採算

性、効率性を重視する業務組織の簡素化にさらに取り組んでまいります。外商部門においても、効率的に営業成

果をあげることができるよう外販営業方法を変更するほか、外販拠点の統廃合や業務組織の簡素化を行ってまい

ります。 
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さらに、近畿日本鉄道株式会社との共同事業である阿部野橋ターミナルビル「タワー館（仮称）」完成に向け

て、業態融合型商業施設の構想を具体化させるとともに、阿倍野・天王寺エリアのイメージ向上を図るため、昨

年11月から始めた「Welcoming（ウェルカミング）アベノ・天王寺キャンペーン」を、同社をはじめとする地域

主要施設と連携して取り組んでまいります。加えて、近鉄グループ全体で沿線顧客の利便向上と固定客化を図る

べく、近鉄グループカードKIPS（キップス）の大幅な機能強化に向けて取り組むなど、近鉄グループ各社との連

携強化を推進してまいります。 

このほか、リスク管理の徹底、内部統制機能の整備、強化に取り組むことにより、透明性の高い企業運営体制

をグループあげて構築してまいります。 

このような事業活動の推進により、平成23年２月期の見通しといたしましては、連結売上高は２９４，０００

百万円（前期比４．８％減）、営業利益２，０００百万円（前期は１，０８３百万円の営業損失）、経常利益

１，２００百万円（前期は１，４７３百万円の経常損失）、当期純利益６００百万円（前期は９，３３０百万円

の当期純損失）を見込んでおります。 

  

  

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元を経営上の 重要政策として位置づけており、将来の事業展開に備えた財務体

質の強化を図るとともに、業績や経済情勢などを総合的に勘案し、安定的な配当を目指していきたいと考えてお

ります。 

当期の期末配当につきましては、希望退職に伴う特別退職金をはじめとする特別損失計上などもあり、連結・

個別とも多額の当期純損失を計上することとなりましたため、誠に申し訳なく存じますが見送りとさせていただ

きます。 

今後は業績の回復にグループ一丸となって取り組み、可能な限り早期に株主の皆様に復配できるよう努めてま

いります。  
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当社の企業集団は、当社、子会社11社、関連会社２社で構成され、百貨店業を核として、卸・小売業などの事業活動を

展開しております。 

当社の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。  

   

（注）当社は、平成21年３月１日を合併期日として、㈱中部近鉄百貨店（関連会社・持分法適用）および㈱和歌山近鉄

百貨店を吸収合併いたしました。  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

近鉄百貨店グループは、常に小売業の原点であるお客様第一の精神に徹し、よりよい生活の提案者となることを経

営の基本としております。 

お客様の生活のさまざまな場面で、より素敵な暮らしづくりを応援するため、幅広い品揃えときめ細かなサービス

の提供を通じてお客様に満足を感じていただける『高質・好感百貨店』を目指しております。 

  

(2）中長期的な会社の経営戦略 

百貨店業界においては、地方百貨店を中心に店舗閉鎖が相次ぐ一方、大阪地区では、同業他社の出店や増床が相次

いで計画されており、当社を取り巻く経営環境は、今後一層厳しくなるものと思われます。 

このような状況の中で、地域間競争に打ち勝ち、新たな成長を期するため当社では、阿倍野新本店の開業を見据え

た営業強化策を講じる一方、次の４つの柱を基本方針とする経営構造改革をさらに推進してまいります。 

  

①営業力の強化 

阿倍野地区では、平成26年春の阿部野橋ターミナルビル「タワー館（仮称）」誕生に向け、昨年３月に阿倍野店東

館部分の改装を行い、タワー館完成までの阿倍野店を全館リフレッシュオープンいたしました。これにより、ａｎ

ｄ、Ｈｏｏｐを加えた３館体制による来街者の回遊性を向上させ、営業面積縮小による影響の 小化を図っておりま

すが、今後も、店舗構成の見直しなどにより来街者の利便性の向上を図ってまいります。また、上本町店隣接地にお

きましては、今夏開業を予定している「上本町ＹＵＦＵＲＡ」の１階から５階に商業施設を開設するとともに、上本

町店の改装を実施し、上本町地区の一層の魅力度向上に努めてまいります。一方で、昨年各店の商品構成や商品政策

を一元管理・運営する目的で新設いたしましたＭＤ統括本部を中心に、自主編集売場の拡大や価格政策商品の開発な

どにより、商品力の強化と粗利益率の一層の向上を図るとともに、接客技術や商品知識の一層の向上による固定客づ

くりに努めてまいります。このほか、新規催事や話題性の高いイベントの開発等により集客力の強化に取り組むとと

もに、平城遷都１３００年事業への公式記念品売店の出店等も行い、収益向上に努めてまいります。 

  

②店ごとの営業施策 

昨年新設いたしましたＭＤ統括本部が中心となり、マーケティング力の強化と各店の方向性の見直しを行い、この

方向性に基づいた商品政策を実行し、今後も阿倍野店旧館部分建替え工事期間中の収益確保を図ってまいります。ま

た、抜本的構造改革による不採算店の一掃を図ります。 

  

③業務改革に基づく高効率経営 

営業・事務両部門について業務内容を見直し、業務組織の簡素化を行い、各店の後方業務についても集約いたしま

す。また、外商部門においては、外販拠点の統廃合や業務組織の簡素化・効率化を図るとともに、外販営業方法の見

直しを行うことで、高効率経営を実現いたします。 

  

④グループ戦略 

近畿日本鉄道株式会社との共同事業である阿部野橋ターミナルビル旧館跡地への「タワー館（仮称）」建設工事が

進む中、平成26年の完成に向け、阿倍野新本店の構想を具現化してまいります。また、現在発行しております近鉄グ

ループカード KIPS（キップス）の大幅な機能強化にも取り組むほか、百貨店商材等の近鉄グループ内への拡販強化

による収益確保に努めてまいります。一方、リスク管理の徹底、グループ全体の内部統制機能の整備、強化に取り組

むことにより、透明性の高い企業運営体制をグループをあげて構築してまいります。 

  

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,982 6,475

受取手形及び売掛金 11,575 11,741

たな卸資産 13,743 －

商品及び製品 － 15,471

仕掛品 － 70

原材料及び貯蔵品 － 75

繰延税金資産 3,189 1,243

その他 5,322 4,762

貸倒引当金 △136 △91

流動資産合計 39,678 39,749

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 89,496 115,706

減価償却累計額 △46,930 △58,183

建物及び構築物（純額） 42,566 57,522

機械装置及び運搬具 1,035 1,135

減価償却累計額 △669 △697

機械装置及び運搬具（純額） 366 438

工具、器具及び備品 9,815 13,608

減価償却累計額 △6,283 △9,351

工具、器具及び備品（純額） 3,532 4,256

土地 34,181 34,182

建設仮勘定 2,040 1,317

有形固定資産合計 82,687 97,718

無形固定資産 2,361 2,216

投資その他の資産   

投資有価証券 6,780 6,496

長期貸付金 460 635

敷金及び保証金 15,121 15,565

繰延税金資産 1,803 2,028

その他 3,709 1,525

貸倒引当金 △608 △1,043

投資その他の資産合計 27,267 25,208

固定資産合計 112,315 125,143

資産合計 151,993 164,892
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(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 22,688 23,912

短期借入金 23,186 40,828

未払法人税等 432 313

商品券 11,650 13,810

預り金 30,900 28,353

賞与引当金 177 140

商品券等引換損失引当金 2,579 3,345

店舗建替損失引当金 2,139 －

その他 9,096 11,659

流動負債合計 102,851 122,362

固定負債   

長期借入金 24,866 25,189

繰延税金負債 82 82

退職給付引当金 3,710 4,461

その他 2,532 2,429

固定負債合計 31,191 32,163

負債合計 134,042 154,525

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,252 13,252

資本剰余金 273 1,720

利益剰余金 5,064 △3,502

自己株式 △233 △78

株主資本合計 18,357 11,391

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △537 △1,126

繰延ヘッジ損益 0 △0

評価・換算差額等合計 △537 △1,126

少数株主持分 131 102

純資産合計 17,951 10,367

負債純資産合計 151,993 164,892
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 280,640 308,848

売上原価 212,456 236,331

売上総利益 68,184 72,516

販売費及び一般管理費 67,781 73,599

営業利益又は営業損失（△） 402 △1,083

営業外収益   

受取利息 45 29

受取配当金 51 52

施設賃貸料 349 171

固定資産受贈益 216 297

未請求債務整理益 2,283 1,897

その他 634 712

営業外収益合計 3,581 3,160

営業外費用   

支払利息 916 989

固定資産除却損 206 449

商品券等引換損失引当金繰入額 1,401 1,504

持分法による投資損失 51 165

その他 511 440

営業外費用合計 3,087 3,550

経常利益又は経常損失（△） 896 △1,473

特別利益   

補償金受入益 2,899 2,866

固定資産売却益 － 121

投資有価証券売却益 551 －

特別利益合計 3,451 2,987

特別損失   

特別退職金 1,082 4,913

退職給付制度一部終了損失 － 2,732

店舗建替損失 － 323

貸倒引当金繰入額 － 300

減損損失 － 260

事業損失 1,253 －

店舗建替損失引当金繰入額 423 －

投資有価証券評価損 348 －

固定資産除却損 106 －

特別損失合計 3,213 8,530

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

1,134 △7,016

法人税、住民税及び事業税 432 195

法人税等調整額 419 2,156

法人税等合計 852 2,351

少数株主利益又は少数株主損失（△） 18 △37

当期純利益又は当期純損失（△） 263 △9,330
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 13,252 13,252

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,252 13,252

資本剰余金   

前期末残高 273 273

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

持分法適用関連会社等合併に伴う変動 － 1,446

当期変動額合計 0 1,446

当期末残高 273 1,720

利益剰余金   

前期末残高 4,801 5,064

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 263 △9,330

持分法適用関連会社等合併に伴う変動 － 763

当期変動額合計 263 △8,567

当期末残高 5,064 △3,502

自己株式   

前期末残高 △231 △233

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 －

持分法適用関連会社等合併に伴う変動 － 155

当期変動額合計 △2 154

当期末残高 △233 △78

株主資本合計   

前期末残高 18,095 18,357

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 263 △9,330

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 －

持分法適用関連会社等合併に伴う変動 － 2,365

当期変動額合計 261 △6,965

当期末残高 18,357 11,391
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 437 △537

当期変動額   

持分法適用関連会社等合併に伴う変動 － △56

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △974 △532

当期変動額合計 △974 △589

当期末残高 △537 △1,126

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 0 △0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 437 △537

当期変動額   

持分法適用関連会社等合併に伴う変動 － △56

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △974 △532

当期変動額合計 △974 △589

当期末残高 △537 △1,126

少数株主持分   

前期末残高 100 131

当期変動額   

持分法適用関連会社等合併に伴う変動 － 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30 △30

当期変動額合計 30 △29

当期末残高 131 102

純資産合計   

前期末残高 18,634 17,951

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 263 △9,330

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 －

持分法適用関連会社等合併に伴う変動 － 2,310

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △944 △563

当期変動額合計 △682 △7,584

当期末残高 17,951 10,367
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

1,134 △7,016

減価償却費 4,856 7,130

事業損失 1,253 －

減損損失 － 260

貸倒引当金の増減額（△は減少） △84 219

賞与引当金の増減額（△は減少） △611 △97

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,193 △276

商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） 499 256

店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） △910 △303

受取利息及び受取配当金 △97 △82

支払利息 916 989

持分法による投資損益（△は益） 51 165

固定資産除却損 312 449

投資有価証券売却損益（△は益） △551 －

投資有価証券評価損益（△は益） 348 －

補償金受入益 △2,899 △2,866

店舗建替損失 － 79

特別退職金 1,082 4,913

固定資産売却損益（△は益） － △121

売上債権の増減額（△は増加） 3,368 2,556

たな卸資産の増減額（△は増加） 437 2,098

仕入債務の増減額（△は減少） △2,403 △4,787

その他の流動資産の増減額（△は増加） △252 1,381

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,808 △2,847

その他の固定負債の増減額（△は減少） △15 △85

その他 △301 1,887

小計 △2,869 3,906

利息及び配当金の受取額 97 82

利息の支払額 △935 △943

補償金の受入額 5,350 2,866

特別退職金の支払額 － △1,082

法人税等の支払額 △805 △367

営業活動によるキャッシュ・フロー 837 4,460
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

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 △81 △81

定期預金の払戻による収入 2,081 81

有形固定資産の取得による支出 △9,991 △8,408

有形固定資産の売却による収入 11 210

無形固定資産の取得による支出 △1,596 △331

投資有価証券の取得による支出 △288 △464

投資有価証券の売却による収入 838 14

短期貸付けによる支出 △42,347 △61,533

短期貸付金の回収による収入 43,208 61,691

敷金及び保証金の差入による支出 △904 △144

敷金及び保証金の回収による収入 8,954 3,695

預り保証金の返還による支出 △1,325 △230

預り保証金の受入による収入 827 19

その他 94 △176

投資活動によるキャッシュ・フロー △518 △5,657

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） 4,800 △4,618

長期借入れによる収入 7,500 9,050

長期借入金の返済による支出 △12,646 △4,250

自己株式の取得による支出 △2 △0

その他 △5 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △352 171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33 △1,026

現金及び現金同等物の期首残高 5,935 5,901

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,518

現金及び現金同等物の期末残高 5,901 6,394
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該当事項はありません。  

 

    

１．連結の範囲に関する事項 

子会社11社のうち９社を連結の範囲に含め、２社を連結の範囲から除外しております。非連結子会社は、売

上高、総資産、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等の観点からみていずれ

も小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないものであります。 

［連結子会社名］ 

㈱近鉄友の会、㈱ビッグウィル、㈱シュテルン箕面、㈱ジャパン・シーフーズ、㈱近創、 

近畿配送サービス㈱、㈱くらし科学研究所、ミディ総合管理㈱、㈱Ｋサポート 

  

［非連結子会社名］（持分法非適用） 

丸物不動産㈱、㈱アランシア 
  

２．持分法の適用に関する事項 
関連会社２社に対する投資について持分法を適用しております。持分法を適用していない非連結子会社（丸

物不動産㈱、㈱アランシア）は、当期純損益および利益剰余金等の観点からみて、小規模であり、全体として

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないものであります。 

なお、㈱中部近鉄百貨店は、平成21年３月１日付で当社が吸収合併したため、持分法適用範囲から除外して

おります。  

［持分法適用関連会社名］ 

㈱近鉄松下百貨店、㈱近商ストア 

  
３．連結子会社の事業年度に関する事項 

連結子会社のうち㈱シュテルン箕面の決算日は12月末日、他の連結子会社の決算日は当社と同じく２月末日

であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日までの

期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 
  
４．会計処理基準に関する事項 

連結財務諸表の作成に当たり採用した会計処理は、次のとおりであります。 

  

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  ①有価証券   

   満期保有目的債券 償却原価法（定額法） 

  

 その他有価証券 

時価のあるもの 

  

時価のないもの 

  

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

移動平均法による原価法 

  ②たな卸資産 

  商   品 主として売価還元法による原価法 

（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定） 

  貯 蔵 品 主として移動平均法による原価法 

（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定） 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法  

  ①有形固定資産（リース資産を除く） 主として定額法  

  ②無形固定資産（リース資産を除く） 定額法 

    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。 

  

③リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に

ついては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度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引き続き採用しております。  
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（3）重要な引当金の計上基準 

  

①貸倒引当金 売上債権、貸付金などの貸倒れによる損失に備えるため、一
般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。 

  
②賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会

計年度対応分を計上しております。 

  
③商品券等引換損失引当金 一定期間経過後に収益に計上した未引換の商品券等につい

て、将来の引換時に発生する損失に備えるため、過去の実績に

基づく将来の引換見込額を計上しております。 

  

④退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における

退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当連結会計年

度末において発生していると認められる額を計上しておりま

す。 

会計基準変更時差異については15年による按分額を費用処理し

ております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から、費用処

理しております。 

過去勤務債務は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（13年）による定額法により、発生年度から費用処理

しております。 

（追加情報） 

当連結会計年度において、希望退職者の募集に伴い、応募者

数が多数にのぼり相当額の退職給付債務が減少し、大量退職に

該当することとなったため、「退職給付制度間の移行に関する

会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用し、退職給

付制度の一部終了に準じて処理を行なっております。これによ

り、会計基準変更時差異および数理計算上の差異等の未処理額

2,732百万円を一時償却し、特別損失として計上しております。

なお、従業員の平均残存勤務期間の短縮に伴い、退職給付に

おける数理計算上の差異および過去勤務債務の償却年数を14年

から13年に変更していますが、この変更による影響は軽微であ

ります。 

（4）重要なヘッジ会計の方法 

  
①ヘッジ会計の方法 為替予約については、振当処理の要件を満たしているので振当

処理を、金利スワップについては、特例処理の要件を満たして

いるので特例処理を、採用しております。 

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

（ヘッジ対象） 

  

為替予約、金利スワップ 

外貨建予定取引、借入金の利息 

  ③ヘッジ方針 為替変動リスクおよび金利変動リスクを回避することを目的と

してヘッジ取引を利用しております。 

  

④ヘッジ有効性評価の方法 為替予約については、外国通貨による決済見込額に対し、通貨

種別、金額、履行時期等の重要な条件が同一である為替予約を

行っているため、また、金利スワップについては、特例処理の

要件を満たす金利スワップを行っているため、いずれも有効性

の評価は省略しております。 

（5）消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 
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５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
全面時価評価法を採用しております。 

  
６．のれんの償却に関する事項 

   のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。ただし、重要性のないものについては発生した期

の損益として処理しております。 
  
７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金お

よび容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヵ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっております。 

  

  

表示方法の変更 

 連結財務諸表規則の改正に伴い、また、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入による連結財務諸表の比較可能性と明

瞭性の向上及び連結財務諸表における金額的並びに質的重要性を考慮して、以下のとおり表示方法の変更を行っ

ております。 

（連結貸借対照表関係） 

たな卸資産 

 前連結会計年度において「たな卸資産」として掲記していたものは、当連結会計年度において「商品及び製

品」、「仕掛品」および「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資

産」に含まれていた「商品及び製品」、「仕掛品」および「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ13,428百万円、

204百万円、110百万円であります。 

連結財務諸表のための基本となる重要な事項の変更
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１．担保に供している資産 

２．供託資産 

以下の資産を、割賦販売法に基づいて供託しております。 

３．偶発債務 

関係会社等の金融機関よりの借入金等に対する債務保証予約等 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

  前連結会計年度末 当連結会計年度末 

売掛金  百万円 － 百万円 3,050

 商品及び製品  百万円 408 百万円 309

建物及び構築物 百万円 166 百万円 129

土地 百万円 228 百万円 228

合計 百万円 802 百万円 3,717

  前連結会計年度末 当連結会計年度末 

投資有価証券 百万円 1,849 百万円 1,876

保証金 百万円 1 百万円 1

投資その他の資産

「その他」 
百万円 222 百万円 222

合計  百万円 2,072 百万円 2,099

前連結会計年度末 当連結会計年度末 

百万円 1,184 百万円 1,120
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１．たな卸資産評価損 

売上原価には、以下のとおりたな卸資産評価損が含まれております。 

  

  

  

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度末 当連結会計年度末 

百万円 384 百万円 893

２．当連結会計年度における退職給付制度一部終了損失は大量退職によるものであり、その内訳は以下のとおりで

あります。 

退職給付債務の増加額 百万円157

過去勤務債務償却額  百万円△204

数理計算上の差異償却額  百万円1,514

会計基準変更時差異償却額  百万円1,264

 合計  百万円2,732

３．当連結会計年度における減損損失は次のとおりであります。 

 店舗および賃貸不動産については、キャッシュ・フローを生み出す独立した 小単位として、管理会計上の区

分を基礎とし、主として店舗あるいは賃貸不動産を基本単位としてグルーピングをしております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである上記の資産について減損損失を認識し、資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額して、当該減少額を減損損失（260百万円）として特別損失に計上しました。 

 減損損失の内訳は建物93百万円、設備103百万円、土地13百万円、その他50百万円となりました。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額を使用し、重要性の高い資産グループについては、不動産鑑定評価基準に

基づいて評価しております。 

場  所 用  途 種 類 減損損失 

桃山店 

（京都市伏見区） 
店舗 建物、設備他 225百万円

近鉄ハーツ  

（大阪府東大阪市） 
賃貸不動産 建物、設備他 5百万円

旧ショップ榛原 

（奈良県宇陀市） 
店舗 建物、土地他 29百万円

  

合     計  

  

260百万円
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前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加12,130株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少2,160株は、単

元未満株式の売渡による減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額  

該当事項はありません。 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が連結会計年度末後となるもの  

該当事項はありません。  

  

  

当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） （１）普通株式の発行済株式総数の増加10,471,606株は合併による新株発行の増加であります。 

 （２）普通株式の自己株式の株式数の増加4,530株は、単元未満株式の買取による増加であり、合併による株

式数の減少1,700,000株は、旧和歌山近鉄百貨店所有の当社株式500,000株の増加、および株式割当交付

による2,200,000株の減少であります。 

  

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額  

該当事項はありません。 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が連結会計年度末後となるもの 

該当事項はありません。  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式  265,042,800  －  －  265,042,800

合計  265,042,800  －  －  265,042,800

自己株式     

普通株式（注）  2,276,112  12,130  2,160  2,286,082

合計  2,276,112  12,130  2,160  2,286,082

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

合併による減少株
式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式      

普通株式  265,042,800  10,471,606  －  －  275,514,406

合計  265,042,800  10,471,606  －  －  275,514,406

自己株式      

普通株式（注）  2,286,082  4,530  －  1,700,000  590,612

合計  2,286,082  4,530  －  1,700,000  590,612
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と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２月28日現在 

現金及び預金勘定 百万円5,982

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金 
百万円△81

現金及び現金同等物 百万円5,901

平成22年２月28日現在 

現金及び預金勘定 百万円6,475

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金 
百万円△81

現金及び現金同等物 百万円6,394

  
  

２．当連結会計年度に合併した株式会社中部近鉄百貨店お

よび株式会社和歌山近鉄百貨店より承継した資産およ

び負債の主な内訳は次のとおりです。  

  
  

合併により承継した資産および負債 

  

流動資産 百万円9,604

固定資産 百万円23,480

資産合計 百万円33,084

流動負債  百万円27,849

固定負債  百万円2,102

負債合計  百万円29,952
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（前連結会計年度）（平成21年２月28日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損

百万円を計上しております。 

  

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 

  

４．時価評価されていない主な有価証券 

  

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額

を超えるもの 

(1）国債・地方債等  1,849  1,918  69

(2）社債  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  1,849  1,918  69

時価が連結貸借対照表計上額

を超えないもの 

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  －  －  －

(3）その他  299  187  △112

小計  299  187  △112

  合計  2,148  2,106  △42

  種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1）株式  458  592  133

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  458  592  133

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1）株式  2,869  1,836  △1,033

(2）債券  3  3  △0

(3）その他  4  3  △0

小計  2,877  1,843  △1,034

  合計  3,336  2,435  △900

348

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

 838  551  －

  連結貸借対照表計上額（百万円）   

(1）子会社株式及び関連会社株式   

子会社株式及び関連会社株式  1,982  

(2）その他有価証券   

非上場株式  213  
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５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

  

  
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超
（百万円） 

１．債券     

(1）国債・地方債等  －  3  1,849  －

(2）社債  －  －  －  －

(3）その他  －  －  299  －

２．その他     

投資信託  －  3  －  －

合計  －  7  2,148  －
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（当連結会計年度）（平成22年２月28日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（平成21年３月１日～平成22年２月28日） 

  

４．時価評価されていない主な有価証券 

  

  種類 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額

を超えるもの 

(1）国債・地方債等  1,876  1,958  82

(2）社債  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  1,876  1,958  82

時価が連結貸借対照表計上額

を超えないもの 

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  －  －  －

(3）その他  299  174  △125

小計  299  174  △125

  合計  2,175  2,132  △43

  種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1）株式  516  654  138

(2）債券  3  3  0

(3）その他  －  －  －

小計  519  658  138

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1）株式  3,607  2,344  △1,262

(2）債券  －  －  －

(3）その他  4  3  △0

小計  3,611  2,348  △1,263

  合計  4,131  3,006  △1,124

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

 －  －  －

  連結貸借対照表計上額（百万円）   

(1）子会社株式及び関連会社株式   

子会社株式及び関連会社株式  1,099  

(2）その他有価証券   

非上場株式  214  
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５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

  

  
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超
（百万円） 

１．債券     

(1）国債・地方債等  －  1,961  －  －

(2）社債  －  －  －  －

(3）その他  －  －  174  －

２．その他     

投資信託  －  3  －  －

合計  －  1,965  174  －
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（退職給付関係）

前連結会計年度 当連結会計年度 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、

確定給付企業年金制度、適格退職年金制度および退職一

時金制度等を設けております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、

確定給付企業年金制度、適格退職年金制度および退職一

時金制度等を設けております。 

２．退職給付債務に関する事項（平成21年２月28日現在）

（単位：百万円） 

２．退職給付債務に関する事項（平成22年２月28日現在）

（単位：百万円） 

イ 退職給付債務 △27,402

ロ 年金資産 11,335

ハ 退職給付信託 4,143

ニ 未積立退職給付債務 

（イ＋ロ＋ハ） 
△11,922

ホ 会計基準変更時差異の未処理額 4,081

ヘ 未認識数理計算上の差異 6,778

ト 未認識過去勤務債務 △352

チ 連結貸借対照表計上額純額 

（ニ＋ホ＋ヘ＋ト） 
△1,415

リ 前払年金費用 2,295

ヌ 退職給付引当金（チ－リ） △3,710

イ 退職給付債務 △27,311

ロ 年金資産 12,147

ハ 退職給付信託 4,680

ニ 未積立退職給付債務 

（イ＋ロ＋ハ） 
△10,482

ホ 会計基準変更時差異の未処理額 3,007

ヘ 未認識数理計算上の差異 3,483

ト 未認識過去勤務債務 △469

チ 連結貸借対照表計上額純額 

（ニ＋ホ＋ヘ＋ト） 
△4,461

リ 前払年金費用 －

ヌ 退職給付引当金（チ－リ） △4,461

（注） 連結子会社については、退職給付債務の算定に

あたり、簡便法を採用しております。 

（注） 連結子会社については、退職給付債務の算定に

あたり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

（単位：百万円） 

３．退職給付費用に関する事項 

（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

（単位：百万円） 

イ 勤務費用 1,268

ロ 利息費用 671

ハ 期待運用収益 △452

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 585

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 288

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △34

ト 退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 
2,327

イ 勤務費用 1,278

ロ 利息費用 674

ハ 期待運用収益 △392

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 710

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 686

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △58

ト 退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 
2,898

（注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、「イ 勤務費用」に計上しておりま

す。 

２．上記退職給付費用以外に、特別退職金

百万円を特別損失として計上しております。

1,082

（注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、「イ 勤務費用」に計上しておりま

す。 

２．上記退職給付費用以外に、特別退職金

百万円を特別損失として計上しております。

4,913

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 ％ 2.5

ハ 期待運用収益率 ％～ 

％ 

2.5

3.0

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 年 14

  （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定額法により、発生年度から費

用処理しております。） 

ホ 数理計算上の差異の処理年数 年 14

  （発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から、費用処

理しております。） 

ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 年 15

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 ％ 2.5

ハ 期待運用収益率 ％～ 

％ 

2.5

3.0

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 主として 年13

  （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数による定額法により、発生年度から費

用処理しております。） 

ホ 数理計算上の差異の処理年数 主として 年13

  （発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から、費用処

理しております。） 

ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 年 15
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成22年２月28日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（単位：百万円） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（単位：百万円） 

繰延税金資産 

退職給付引当金 958

店舗建替損失引当金 868

商品券等引換損失引当金 794

税務上の繰越欠損金 787

固定資産未実現利益 747

特別退職金 439

その他有価証券評価差額金 365

減損損失 297

貸倒引当金 188

たな卸資産評価損 133

会員権評価損 83

未払事業所税 77

賞与引当金 73

その他 973

繰延税金資産計 6,788

評価性引当額 △1,199

繰延税金資産合計 5,589

  

  

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 669

貸倒引当金 9

その他 0

繰延税金負債合計 679

  

繰延税金資産の純額 4,910

繰延税金資産 

税務上の繰越欠損金 2,309

特別退職金 1,994

退職給付引当金 1,175

退職給付制度一部終了損失 1,109

商品券等引換損失引当金 1,042

固定資産未実現利益 592

貸倒引当金 502

その他有価証券評価差額金 456

減損損失 403

たな卸資産評価損 127

会員権評価損 83

未払事業所税 79

賞与引当金 58

店舗建替損失引当金 16

その他 881

繰延税金資産計 10,833

評価性引当額 △6,971

繰延税金資産合計 3,862

  

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 669

貸倒引当金 3

その他 －

繰延税金負債合計 673

  

繰延税金資産の純額 3,189

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因 

（単位：％） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異原因 

  税金等調整前当期純損失のため、記載しておりま

せん。 

法定実効税率 40.6

（調整） 

交際費等永久に算入されない項目 6.2

税務上の繰越欠損金 △0.3

住民税均等割 4.3

持分法投資損失 1.8

評価性引当額の増減 22.0

その他 0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 75.1
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前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

  

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
百貨店業 
（百万円） 

卸・小売業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する

売上高 
 251,680  9,254  19,706  280,640  －  280,640

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 103  5,593  11,828  17,525 ( )17,525  －

計  251,783  14,848  31,534  298,166 ( )17,525  280,640

営業費用  251,738  14,756  31,421  297,917 ( )17,678  280,238

営業利益  45  91  112  249  153  402

Ⅱ．資産、減価償却費及

び資本的支出 
  

資産  142,457  5,509  8,932  156,898 ( )4,905  151,993

減価償却費  4,536  189  131  4,856  －  4,856

資本的支出  12,636  82  98  12,817  －  12,817
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当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

（注）１．事業区分の方法：当社の事業区分は事業内容を勘案して決定しております。 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、投資有価証券等の管理部門に係る資産

1,399百万円であります。 

４．減価償却費および資本的支出には、長期前払費用に係る償却費と支出額を含んでおります。 

  

 前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日）および当連結会計年度（自平成21年３月１日

至平成22年２月28日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないた

め、該当事項はありません。 

  

 前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日）および当連結会計年度（自平成21年３月１日

至平成22年２月28日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  
百貨店業 
（百万円） 

卸・小売業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益   

売上高   

(1）外部顧客に対する

売上高 
 288,801  7,704  12,342  308,848  －  308,848

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 94  5,632  12,493  18,220 ( )18,220  －

計  288,895  13,337  24,835  327,068 ( )18,220  308,848

営業費用  290,348  13,274  24,755  328,379 ( )18,447  309,931

営業利益 

又は営業損失（△） 
 △1,452  62  79  △1,310  227  △1,083

Ⅱ．資産、減価償却費、

減損損失及び資本的

支出 

  

資産  155,427  6,506  5,495  167,430 ( )2,537  164,892

減価償却費  6,982  182  116  7,281 ( )151  7,130

減損損失  260  －  －  260  －  260

資本的支出  6,773  725  66  7,565 ( )122  7,443

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

㈱近鉄百貨店(8244)　平成22年2月期決算短信　

29



前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

親会社及び法人主要株主等 

（注）１．建物等の賃貸借料は、近隣の取引実勢等を勘案し、交渉により決定しております。 

２．保証金及び敷金は、店舗施設の賃貸借契約に基づくもので、入居保証金および敷金等の合計額であります。

３．資金の貸付および借入は、近畿日本鉄道株式会社のキャッシュマネジメントシステムによる取引であり、市

場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。 

４．補償金の受入等および預り金は、当社阿倍野店が入居している阿部野橋ターミナルビル旧館建物の撤去工事

に伴うものであります。 

５．上記の金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。 

  

  

  

当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

（追加情報） 

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）お

よび「関連当事者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13号 平成18年10月17

日）を適用しております。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

１．親会社及び法人主要株主等 

（注）１．建物等の賃貸借料は、近隣の取引実勢等を勘案し、交渉により決定しております。 

２．保証金及び敷金は、店舗施設の賃貸借契約に基づくもので、入居保証金および敷金等の合計額であります。

３．資金の貸付および借入は、近畿日本鉄道株式会社のキャッシュマネジメントシステムによる取引であり、市

場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。 

４．補償金の受入は、当社阿倍野店が入居している阿部野橋ターミナルビル旧館建物の建替工事に伴う営業補償

金であります。 

５．株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌山近鉄百貨店の合併に際して、両社の株主である近畿日本鉄道

株式会社に対し、株式会社中部近鉄百貨店の普通株式１株につき当社の普通株式138.7株を、また、株式会

社和歌山近鉄百貨店の普通株式１株につき当社の普通株式2.7株を割当交付いたしました。合併の詳細につ

きましては、企業結合に関する注記に記載しております。  

６．上記の金額には、消費税等を含んでおりません。  

（関連当事者情報）

属性 会社等の
名称 住所 資本金 

(百万円) 
事業の内容
又は職業 

議決権等の
被所有割合
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社 
近畿日本

鉄道㈱ 

大阪市 

天王寺区 
 92,741 鉄軌道事業

直接 

間接 
70.2

1.2

兼任 

５名 

営業用

建物等

の賃貸

借 

建物等の賃貸

借 
 6,292

保証金及び

敷金 
5,938

資金の貸付  7,000   

資金の借入  3,000   

補償金受入等  5,350 預り金 1,778

属性 会社等の
名称 住所 資本金 

(百万円) 
事業の内容
又は職業 

議決権等の
被所有割合
（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社 
近畿日本

鉄道㈱ 

大阪市 

天王寺区 
 92,741 鉄軌道事業

直接 

間接 
71.6

1.0

兼任 

５名 

営業用

建物等

の賃貸

借 

建物等の賃貸

借 
 6,512

保証金及び

敷金 
3,938

資金の貸付  6,770   

資金の借入  3,000   

補償金の受入  2,866   

普通株式の割

当交付 
 1,446     
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２．子会社及び関連会社等 

（注）１．株式会社中部近鉄百貨店との合併の詳細については、企業結合に関する注記に記載しております。 

２．上記の金額には消費税等を含んでおります。 

  

  

３．兄弟会社 

（注）１．株式会社和歌山近鉄百貨店との合併の詳細については、企業結合に関する注記に記載しております。 

２．上記の金額には消費税等を含んでおります。 

属性 会社等の名称 

議決権等の所
有（被所有）
割合 

（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 役員の兼
任等 事業上の関係

関連会社 
㈱中部近鉄百

貨店 

所有 

 

直接 

30.0% 

兼任 

１名 
衣料品等の販売

合併に伴う資産の受入  20,269   

合併に伴う負債の受入  17,604 ー －  

     

属性 会社等の名称 

議決権等の所
有（被所有）
割合 

（％） 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 役員の兼
任等 事業上の関係

親会社の

子会社 

㈱和歌山近鉄

百貨店 

所有 

 

直接 

－ 

兼任 

２名 
衣料品等の販売

合併に伴う資産の受入  12,815   

合併に伴う負債の受入  12,347 －  －  
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当社は平成20年９月25日開催の取締役会において承認された合併契約書に基づき、平成21年３月１日付で株式会社

中部近鉄百貨店（持分法適用関連会社）および株式会社和歌山近鉄百貨店を吸収合併いたしました。 

  

共通支配下の取引等 

１．対象となった事業の名称およびその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称ならびに取引の目的を

含む取引の概要 

（１）対象となった事業の名称およびその事業の内容 

事業の名称 株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌山近鉄百貨店 

事業の内容 百貨店業 

（２）企業結合の法的形式 

 当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌山近鉄百貨店は解散い

たしました。 

（３）結合後企業の名称 

株式会社近鉄百貨店（当社） 

（４）取引の目的を含む取引の概要 

 当社、株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌山近鉄百貨店の３社は、近畿日本鉄道グループの一員と

して、それぞれ地域に密着した百貨店として順調に営業を行ってまいりました。 

 しかしながら、消費の低迷、競合の激化など、今後も厳しさが続くとみられる事業環境に対応するには、よ

り一層の経営の効率化、営業力の強化が必要であり、このため、主に近畿圏においてそれぞれ独立して事業を

展開してきた３社の連携をより強化し、その総合力を 大限に発揮できる体制を整えるため、グループ３社が

合併することといたしました。 

 これにより、経営資源の 適配分や後方業務の一元化等による経営の効率化、また、商品の共同仕入の拡大

や販売面におけるノウハウの共有等による営業力の強化を図り、一層の企業価値向上を目指してまいります。

２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日分）および「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成19年11月15日公表分）に基づき、共通支配下の取

引として処理しております。  

  

  

  

（企業結合に関する注記）
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（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

（注）２．１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。  

  

  

  

リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示の

重要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１株当たり純資産額 67円82銭

１株当たり当期純利益 １円00銭

１株当たり純資産額 円 銭37 34

１株当たり当期純損失 円 銭33 94

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在していないため記載しておりません。 

 
前連結会計年度

（平成21年２月28日） 
当連結会計年度

（平成22年２月28日） 

純資産の部の合計額（百万円）  17,951  10,367

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）  131  102

（うち少数株主持分） ( ) 131 ( ) 102

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  17,819  10,264

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の

数（千株） 
 262,756  274,923

 
前連結会計年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  263  △9,330

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△） 

（百万円） 
 263  △9,330

期中平均株式数（千株）  262,761  274,925

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,663 5,626

受取手形 158 186

売掛金 9,293 10,303

商品 12,338 14,073

貯蔵品 91 57

前払費用 699 859

短期貸付金 1,425 1,513

未収入金 1,112 539

繰延税金資産 2,994 1,082

その他 1,047 876

貸倒引当金 △139 △80

流動資産合計 32,686 35,038

固定資産   

有形固定資産   

建物 27,153 32,804

減価償却累計額 △8,506 △10,977

建物（純額） 18,647 21,826

建物附属設備 59,991 79,964

減価償却累計額 △37,090 △45,914

建物附属設備（純額） 22,901 34,049

構築物 1,003 1,035

減価償却累計額 △544 △548

構築物（純額） 458 486

車両運搬具 36 29

減価償却累計額 △30 △24

車両運搬具（純額） 6 4

工具、器具及び備品 8,831 12,783

減価償却累計額 △5,503 △8,694

工具、器具及び備品（純額） 3,328 4,088

土地 32,277 32,286

建設仮勘定 2,040 1,317

有形固定資産合計 79,659 94,061

無形固定資産   

借地権 387 387

ソフトウエア 1,757 1,601

その他 97 112

無形固定資産合計 2,243 2,100
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,626 3,198

関係会社株式 5,300 3,817

破産更生債権等 594 723

長期前払費用 2,420 33

建設協力金 3,252 2,146

差入敷金・保証金 11,460 13,090

従業員に対する長期貸付金 283 476

関係会社長期貸付金 500 1,000

繰延税金資産 875 1,297

その他の投資等 417 462

貸倒引当金 △942 △1,371

投資評価引当金 △870 △870

投資その他の資産合計 25,917 24,003

固定資産合計 107,819 120,166

資産合計 140,506 155,204

負債の部   

流動負債   

買掛金 18,888 22,414

短期借入金 19,183 36,833

未払金 7,689 9,418

未払法人税等 108 138

未払消費税等 433 618

未払費用 645 779

前受金 389 427

商品券 11,650 13,810

預り金 6,505 4,895

従業員預り金 3,166 2,581

関係会社短期預り金 19,100 19,100

商品券等引換損失引当金 1,735 2,355

店舗建替損失引当金 2,139 －

その他 24 1

流動負債合計 91,658 113,374

固定負債   

長期借入金 24,666 25,189

退職給付引当金 3,227 4,028

長期預り保証金 2,391 2,367

その他 71 6

固定負債合計 30,356 31,591

負債合計 122,015 144,966
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,252 13,252

資本剰余金   

資本準備金 266 266

その他資本剰余金 0 1,447

資本剰余金合計 266 1,713

利益剰余金   

利益準備金 653 653

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 857 857

繰越利益剰余金 4,223 △5,040

利益剰余金合計 5,734 △3,529

自己株式 △227 △72

株主資本合計 19,026 11,363

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △534 △1,124

繰延ヘッジ損益 0 △0

評価・換算差額等合計 △534 △1,124

純資産合計 18,491 10,238

負債純資産合計 140,506 155,204
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 251,204 288,860

売上原価   

商品期首たな卸高 13,248 12,338

当期商品仕入高 190,038 224,103

合計 203,287 236,442

商品期末たな卸高 12,338 14,073

商品売上原価 190,949 222,368

売上総利益 60,255 66,491

販売費及び一般管理費   

宣伝費 5,793 5,808

配送費 1,435 1,320

貸倒引当金繰入額 50 36

役員報酬及び従業員給料手当 14,626 16,600

従業員賞与 1,763 15

退職給付費用 2,049 2,662

福利厚生費 2,754 2,860

営繕・施設整備費 513 668

水道光熱費 2,047 2,597

集金販売手数料 2,328 2,858

業務委託料 6,480 6,998

賃借料 9,353 11,366

減価償却費 4,525 6,839

その他 5,749 6,655

販売費及び一般管理費合計 59,472 67,288

営業利益又は営業損失（△） 782 △796

営業外収益   

受取利息 55 34

受取配当金 74 75

未請求債務整理益 1,183 1,207

家賃収入 563 379

カード利用手数料 167 160

固定資産受贈益 216 297

雑収入 397 471

営業外収益合計 2,658 2,626

営業外費用   

支払利息 1,230 1,375

固定資産除却損 200 419

商品券等引換損失引当金繰入額 973 1,152

雑支出 503 459

営業外費用合計 2,908 3,407
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

経常利益又は経常損失（△） 532 △1,577

特別利益   

補償金受入益 2,899 2,866

投資有価証券売却益 551 －

投資評価引当金取崩益 67 －

特別利益合計 3,518 2,866

特別損失   

特別退職金 1,082 4,913

退職給付制度一部終了損失 － 2,732

店舗建替損失 － 323

貸倒引当金繰入額 － 300

減損損失 － 260

関係会社整理損 1,333 －

店舗建替損失引当金繰入額 423 －

投資有価証券評価損 348 －

固定資産除却損 106 －

関係会社株式評価損 59 －

特別損失合計 3,353 8,530

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 698 △7,241

法人税、住民税及び事業税 37 50

法人税等調整額 477 1,972

法人税等合計 514 2,022

当期純利益又は当期純損失（△） 184 △9,264
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 13,252 13,252

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,252 13,252

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 266 266

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 266 266

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

合併による変動 － 1,446

当期変動額合計 0 1,446

当期末残高 0 1,447

資本剰余金合計   

前期末残高 266 266

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

合併による変動 － 1,446

当期変動額合計 0 1,446

当期末残高 266 1,713

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 653 653

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 653 653

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 857 857

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 857 857

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,038 4,223
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 184 △9,264

当期変動額合計 184 △9,264

当期末残高 4,223 △5,040

利益剰余金合計   

前期末残高 5,550 5,734

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 184 △9,264

当期変動額合計 184 △9,264

当期末残高 5,734 △3,529

自己株式   

前期末残高 △225 △227

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 －

合併による変動 － 155

当期変動額合計 △2 154

当期末残高 △227 △72

株主資本合計   

前期末残高 18,843 19,026

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 184 △9,264

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 －

合併による変動 － 1,602

当期変動額合計 182 △7,662

当期末残高 19,026 11,363

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 447 △534

当期変動額   

合併による変動 － △57

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △982 △533

当期変動額合計 △982 △590

当期末残高 △534 △1,124

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △0

当期変動額合計 0 △0
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当期末残高 0 △0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 447 △534

当期変動額   

合併による変動 － △57

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △981 △533

当期変動額合計 △981 △590

当期末残高 △534 △1,124

純資産合計   

前期末残高 19,290 18,491

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 184 △9,264

自己株式の取得 △2 △0

自己株式の処分 0 －

合併による変動 － 1,545

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △981 △533

当期変動額合計 △799 △8,252

当期末残高 18,491 10,238
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 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記

財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．有価証券の評価基準及び評価方法   

(1)子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法  

(2)その他有価証券   

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

  

時価のないもの 移動平均法による原価法 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法   

商品    売価還元法による原価法 

  （収益性の低下による簿価切下げの方法により算定） 

貯蔵品   移動平均法による原価法 

  （収益性の低下による簿価切下げの方法により算定） 

３．固定資産の減価償却の方法   

(1）有形固定資産 定額法 

(2）無形固定資産 定額法 

  なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によっております。 

４．引当金の計上基準   

(1）貸倒引当金 売上債権、貸付金などの貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

(2）投資評価引当金 取引所の相場のない株式を適正に評価するため、投資先の資産状

態等を勘案して特に計上を要すると認められる金額を計上してお

ります。 

(3）賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度対

応分を計上しております。 

(4）商品券等引換損失引当金 一定期間経過後に収益に計上した未引換の商品券等について、将

来の引換時に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく将

来の引換見込額を計上しております。 

(5) 退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債

務および年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生し

ていると認められる額を計上しております。 

会計基準変更時差異については15年による按分額を費用処理してお

ります。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

過去勤務債務は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（13年）による定額法により、発生年度から費用処理しており

ます。 

（追加情報） 

当事業年度において、希望退職者の募集に伴い、応募者数が多数に

のぼり相当額の退職給付債務が減少し、大量退職に該当することと

なったため、「退職給付制度間の移行に関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号）を適用し、退職給付制度の一部終了に準じ

て処理を行なっております。これにより、会計基準変更時差異およ

び数理計算上の差異等の未処理額2,732百万円を一時償却し、特別

損失として計上しております。 

なお、従業員の平均残存勤務期間の短縮に伴い、退職給付における

数理計算上の差異および過去勤務債務の償却年数を14年から13年に

変更していますが、この変更による影響は軽微であります。 
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該当事項はありません。  

５．ヘッジ会計の方法   

(1）ヘッジ会計の方法 為替予約については、振当処理の要件を満たしているので振当処

理を、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている

ので特例処理を、採用しております。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象   

ヘッジ手段 為替予約、金利スワップ 

ヘッジ対象 外貨建予定取引、借入金の利息 

(3）ヘッジ方針 為替変動リスクおよび金利変動リスクを回避することを目的とし

てヘッジ取引を利用しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 為替予約については、外国通貨による決済見込額に対し、通貨種

別、金額、履行時期等の重要な条件が同一である為替予約を行っ

ているため、また、金利スワップについては、特例処理の要件を

満たす金利スワップを行っているため、いずれも有効性の評価を

省略しております。 

７．消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
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注記事項

（貸借対照表関係）

    前事業年度末 当事業年度末 

１． 関係会社に対する短期金銭債権 百万円2,214 百万円2,138

  関係会社に対する短期金銭債務 百万円24,723 百万円23,787

  関係会社に対する長期金銭債権 百万円6,438 百万円4,938

    前事業年度末 当事業年度末 

２． 担保に供している資産  

  売掛金  百万円－ 百万円3,050

    

    前事業年度末 当事業年度末 

３． 保証債務（保証予約を含む。） 百万円3,937 百万円4,301

（損益計算書関係）

  

    
前事業年度 

  

当事業年度 

  

１． 関係会社に対する売上高 百万円654 百万円656

２． 関係会社からの仕入高 百万円7,510 百万円7,277

３． 関係会社との営業取引以外の取引高 百万円9,778 百万円10,025

４． たな卸資産評価額 

 売上原価には、次のとおりたな卸資産評価損が含まれております。 

    百万円383 百万円893

５. 当事業年度における退職給付制度一部終了損失は大量退職によるものであり、その内訳は以下のとおりであり

ます。 

退職給付債務の増加額 百万円157

過去勤務債務償却額  百万円△204

数理計算上の差異償却額  百万円1,514

会計基準変更時差異償却額  百万円1,264

 合計  百万円2,732
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前事業年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加12,130株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少2,160株は、単

元未満株式の売渡による減少であります。 

  

当事業年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加4,530株は、単元未満株式の買取による増加であり、合併による株式数の

減少1,700,000株は、旧和歌山近鉄百貨店所有の当社株式500,000株の増加、および株式割当交付による      

2,200,000株の減少であります。 

  

６.当事業年度における減損損失は次のとおりであります。 

店舗および賃貸不動産については、キャッシュ・フローを生み出す独立した 小単位として、管理会計上

の区分を基礎とし、主として店舗あるいは賃貸不動産を基本単位としてグルーピングをしております。 

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである上記の資産について減損損失を認識し、資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額して、当該減少額を減損損失（260百万円）として特別損失に計上しまし

た。 

減損損失の内訳は建物93百万円、設備103百万円、土地13百万円、その他50百万円となりました。 

なお、回収可能価額は正味売却価額を使用し、重要性の高い資産グループについては、不動産鑑定評価基

準に基づいて評価しております。  

場  所 用  途 種 類 減損損失 

桃山店 

（京都市伏見区） 
店舗 

建物、

設備他 
225百万円

近鉄ハーツ  

（大阪府東大阪市） 
賃貸不動産 

建物、

設備他 
5百万円

旧ショップ榛原 

（奈良県宇陀市） 
店舗 

建物、

土地他 
29百万円

  

合    計 

  

260百万円

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

普通株式  2,243,933  12,130  2,160  2,253,903

合計  2,243,933  12,130  2,160  2,253,903

  
前事業年度末株
式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

合併による減少
株式数（株） 

当事業年度末株
式数（株） 

普通株式  2,253,903  4,530  －  1,700,000  558,433

合計  2,253,903  4,530  －  1,700,000  558,433
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当社は平成20年９月25日開催の取締役会において承認された合併契約書に基づき、平成21年３月１日付で株式会社

中部近鉄百貨店（持分法適用関連会社）および株式会社和歌山近鉄百貨店を吸収合併いたしました。 

  

共通支配下の取引等 

１．対象となった事業の名称およびその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称ならびに取引の目的を

含む取引の概要 

（１）対象となった事業の名称およびその事業の内容 

事業の名称 株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌山近鉄百貨店 

事業の内容 百貨店業 

（２）企業結合の法的形式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌山近鉄百貨店は解散い

たしました。 

（３）結合後企業の名称 

株式会社近鉄百貨店（当社） 

（４）取引の目的を含む取引の概要 

当社、株式会社中部近鉄百貨店および株式会社和歌山近鉄百貨店の３社は、近畿日本鉄道グループの一員と

して、それぞれ地域に密着した百貨店として順調に営業を行ってまいりました。 

しかしながら、消費の低迷、競合の激化など、今後も厳しさが続くとみられる事業環境に対応するには、よ

り一層の経営の効率化、営業力の強化が必要であり、このため、主に近畿圏においてそれぞれ独立して事業を

展開してきた３社の連携をより強化し、その総合力を 大限に発揮できる体制を整えるため、グループ３社が

合併することといたしました。 

これにより、経営資源の 適配分や後方業務の一元化等による経営の効率化、また、商品の共同仕入の拡大

や販売面におけるノウハウの共有等による営業力の強化を図り、一層の企業価値向上を目指してまいります。

２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日分）および「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成19年11月15日公表分）に基づき、共通支配下の取

引として処理しております。 

  

  

（企業結合に関する注記）
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（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

  

  

該当事項はありません。  

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１株当たり純資産額 円 銭70 37

１株当たり当期純利益 円 銭0 70

１株当たり純資産額 円 銭37 24

１株当たり当期純損失 円 銭33 69

 なお、潜在株式調整後１株当たり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おりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

  
前事業年度

（平成21年２月28日） 
当事業年度 

（平成22年２月28日） 

純資産の部の合計額（百万円）  18,491  10,238

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 －  －

普通株式に係る事業年度末の純資産額 

（百万円） 
 18,491  10,238

１株当たり純資産額の算定に用いられた事

業年度末の普通株式の数（千株） 
 262,788  274,955

  
前事業年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当期純利益（百万円）  184  △9,264

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  184  △9,264

期中平均株式数（千株）  262,793  274,957

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

平成22年５月27日開催の定時株主総会における役員の異動 

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動 

・新任監査役候補 

山田 巧（現 顧問） 

・退任予定監査役 

松田 正廣（現 監査役（常勤）） 

  

(2）その他 

該当事項はありません。  

  

６．その他
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１．店別売上高                                 （単位：百万円） 

  
  
２．商品別売上高                                （単位：百万円） 

（注）前事業年度売上高の「家具」には、平成20年６月より当社から㈱近創に事業承継した装工

部門の売上高2,017百万円を含んでおります。 

  

売上高比較表

  
前事業年度 

（H20．３．１～H21．２．28）

当事業年度 

（H21．３．１～H22．２．28）  

  売上高  構成比 売上高  構成比 増減率 

    ％  ％ ％

本店 120,569 48.0 91,671 31.5 △24.0

上本町店 31,152 12.4 28,190 9.8 △9.5

東大阪店 4,328 1.7 4,294 1.5 △0.8

奈良店 33,841 13.5 30,356 10.5 △10.3

生駒店 12,663 5.0 11,929 4.1 △5.8

橿原店 22,352 8.9 20,478 7.1 △8.4

桔梗が丘店 5,254 2.1 4,503 1.6 △14.3

枚方店 10,854 4.3 9,439 3.3 △13.0

桃山店 10,187 4.1 9,716 3.4 △4.6

四日市店 － － 26,047 9.0 －

名古屋店 － － 13,223 4.6 －

草津店 － － 12,866 4.5 －

和歌山店 － － 26,142 9.1 －

合計 251,204 100.0 288,860 100.0 15.0

  
前事業年度 

（H20．３．１～H21．２．28）

当事業年度 

（H21．３．１～H22．２．28）  

  売上高 構成比 売上高 構成比 増減率 

    ％  ％ ％

紳士服・洋品 11,651 4.6 12,548 4.3 7.7

婦人服・洋品 48,638 19.4 63,927 22.1 31.4

子供服 6,112 2.4 6,600 2.3 8.0

その他衣料品 9,753 3.9 9,700 3.4 △0.5

衣料品計 76,155 30.3 92,777 32.1 21.8

身回品 24,542 9.8 26,116 9.0 6.4

家具 5,612 2.2 3,658 1.3 △34.8

家庭電器 817 0.3 862 0.3 5.6

その他家庭用品 7,782 3.2 8,519 2.9 9.5

家庭用品計 14,212 5.7 13,041 4.5 △8.2

食料品 79,591 31.7 97,074 33.6 22.0

食堂喫茶 9,236 3.7 10,251 3.5 11.0

雑貨 31,012 12.4 31,324 10.8 1.0

薬品化粧品 9,643 3.8 11,437 4.0 18.6

雑貨計 40,656 16.2 42,762 14.8 5.2

サービス 1,618 0.6 1,408 0.5 △12.9

その他 5,190 2.0 5,428 2.0 4.6

合計 251,204 100.0 288,860 100.0 15.0
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