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回次
第127期

第２四半期連結
累計期間

第128期
第２四半期連結

累計期間
第127期

会計期間
自　2020年３月１日
至　2020年８月31日

自　2021年３月１日
至　2021年８月31日

自　2020年３月１日
至　2021年２月28日

売上高 （百万円） 98,747 47,285 218,351

経常損失（△） （百万円） △1,951 △976 △1,293

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純損失（△）
（百万円） △4,953 △881 △4,949

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △5,032 △938 △4,392

純資産額 （百万円） 33,003 33,060 33,643

総資産額 （百万円） 123,826 120,864 123,420

１株当たり四半期（当期）純損

失（△）
（円） △122.69 △21.83 △122.58

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 （％） 26.7 27.4 27.3

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △215 1,306 4,297

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △1,490 △2,471 △3,608

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,896 △2,033 1,481

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 3,638 2,420 5,618

回次
第127期

第２四半期連結
会計期間

第128期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自　2020年６月１日
至　2020年８月31日

自　2021年６月１日
至　2021年８月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 36.70 3.40

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】

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．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。

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、１株当たり四半期（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。

４．第１四半期連結会計期間の期首から「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年３月30

日。以下「収益認識会計基準」という。）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第30号　2018年３月30日）を早期適用しております。詳細は、「第４　経理の状況」「１　四半

期連結財務諸表　注記事項　会計方針の変更」に記載の通りであります。
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２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、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２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症が当社グループの事業活動に影響を及ぼしており、今後も状況を注視し、対策

を講じてまいります。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間（2021年３月１日～2021年８月31日）のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症

の影響により依然として厳しい状況が続きました。

百貨店業界におきましても、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた外出の自粛や入出国規制によるイ

ンバウンド需要の急減に加え、２度の緊急事態宣言の発出という需要減退要因が重なり、多大な影響を受けまし

た。国内におけるワクチン接種が徐々に進んではいるものの、変異株の流行やブレイクスルー感染の発生もあ

り、感染再拡大による景気の下振れリスクはいまだ払拭されていません。

このような状況の下、当社グループでは、本年４月に策定いたしました「くらしを豊かにする共創型マルチデ

ィベロッパーへの変革」をコンセプトとした「中期経営計画（2021年度－2024年度）」に基づき、これまで実施

してきた構造改革をさらに加速させるとともに、新たなビジネスモデルの構築に取り組んでおりますが、緊急事

態宣言発出による店舗の臨時休業や営業時間短縮による影響は大きく、厳しい業績となりました。

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、2021年４月23日に緊急事態宣言が発出されたことにより、５月31日までの期間、大

阪府内の店舗において、飲食料品及び生活必需品の取扱い売場を除く全店舗で休業や営業時間の短縮を余儀なく

されました。その後も全館通常営業の状態には至らず、８月には大阪府で再度緊急事態宣言が発出される厳しい

経営環境となりました。

このような厳しい環境のなか、フランチャイズ事業として、４月９日に台湾発のライフスタイルショップ「神

農生活」の日本１号店をあべのハルカス近鉄本店内にオープンとあわせて、台湾の家庭料理が楽しめるレストラ

ン「食習」や台湾茶のセレクトショップ「ウーロンマーケット茶市場」をオープンし、台湾気分を楽しめるゾー

ンを誕生させました。また、株式会社コクミンとフランチャイズ契約を締結し、ドラッグストア事業にも参入す

るなどフランチャイズ事業の強化に積極的に取り組んでまいりました。また、あべのハルカス近鉄本店の食料品

売場において「成城石井」をはじめ新ショップをオープンさせるなど、お客様のニーズにお応えする諸施策を実

施する一方、環境に配慮した事業活動への取り組みとして「エコで地球にハッピーなこと」の一環として、廃棄

衣料品削減プロジェクト「次に活かす服」をはじめ、持続可能な社会の実現を目指す新たな取り組みを開始いた

しました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響による外出の自粛やインバウンド需要の急減、２度の緊急事

態宣言の発出による店舗の臨時休業等の影響により、当第２四半期連結累計期間の売上高は38,206百万円（前年

同期　売上高87,482百万円）、営業損失は1,764百万円（前年同期　営業損失2,430百万円）となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴い、代理人として関与した取引について売上高を純額と

した影響などで売上高が57,753百万円減少しております。

②卸・小売業

卸・小売業におきましては、株式会社シュテルン近鉄の輸入自動車販売増加及び株式会社ジャパンフーズク

リエイトの食品販売増加により、売上高は6,607百万円（前年同期　売上高7,284百万円）、営業利益203百万円

（前年同期　営業損失13百万円）となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴い、代理人として関与した取引について売上高を純額と

した影響などで売上高が1,462百万円減少しております。

③内装業

内装業におきましては、株式会社近創で大口受注の減少などにより、売上高は893百万円（前年同期比64.3％

減）、営業利益は25百万円（同87.6％減）となりました。
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④その他事業

その他事業におきましては、売上高は1,577百万円（前年同期比6.8％増）、営業利益は133百万円（同

194.7％増）となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は47,285百万円（前年同期　98,747百万円）、営業損失は

1,435百万円（前年同期　営業損失2,188百万円）、経常損失は976百万円（前年同期　経常損失1,951百万円）

となりました。これに休業等協力金469百万円及び休業期間における雇用調整助成金244百万円を特別利益に計

上したものの、新型コロナウイルスの感染症の拡大による緊急事態宣言を受けて実施した臨時休業に伴う損失

として、店舗休業損失1,264百万円を特別損失に計上したこと及び法人税等調整額に△673百万円を計上したこ

となどにより、親会社株主に帰属する四半期純損失は881百万円（前年同期　親会社株主に帰属する四半期純損

失4,953百万円）となりました。

なお、当社グループは第１四半期連結会計期間の期首より「収益認識に関する会計基準」等を早期適用して

おります。詳細は、「第４　経理の状況」「１　四半期連結財務諸表　注記事項　会計方針の変更」に記載の

通りであります。

（２）財政状態の状況

①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ2,555百

万円減少し120,864百万円となりました。負債は、借入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ1,972百

万円減少し87,804百万円となりました。純資産は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上などにより、前

連結会計年度末に比べ583百万円減少し33,060百万円となりました。この結果、自己資本比率は27.4％となりま

した。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,198百万円減少し

2,420百万円となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純損失を1,526百万円計上しましたが、減価

償却費などにより1,306百万円の収入（前年同期　215百万円の支出）となりました。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形及び無形固定資産の取得による支出などにより2,471百万円

の支出（前年同期　1,490百万円の支出）となりました。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、借入金の返済などにより2,033百万円の支出（前年同期　1,896

百万円の収入）となりました。

（３）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について

重要な変更はありません。

（４）研究開発活動

該当事項はありません。

３【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

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
第２四半期会計期間末

現在発行数（株）
（2021年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（2021年10月13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 40,437,940 40,437,940
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 40,437,940 40,437,940 － －

②【発行済株式】

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の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。

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）

2021年６月１日～

2021年８月31日
－ 40,437,940 － 15,000 － 5,000

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】
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2021年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

近鉄グループホールディングス株式

会社
大阪市天王寺区上本町６丁目１番55号 25,487 63.12

株式会社日本カストディ銀行

（りそな銀行再信託分・近畿日本鉄

道株式会社退職給付信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番12号 1,445 3.57

株式会社奥村組 大阪市阿倍野区松崎町２丁目２番２号 1,160 2.87

株式会社大林組 東京都港区港南２丁目15番２号 1,159 2.87

株式会社きんでん 大阪市北区本庄東２丁目３番41号 1,152 2.85

近鉄共栄持株会 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１番43号 701 1.73

株式会社竹中工務店 大阪市中央区本町４丁目１番13号 694 1.71

株式会社近鉄エクスプレス 東京都港区港南２丁目15番１号 515 1.27

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 500 1.23

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 316 0.78

計 － 33,132 82.05

（５）【大株主の状況】

（注）１．所有株式数は千株未満を切捨表示しております。

２．株式会社日本カストディ銀行（りそな銀行再信託分・近畿日本鉄道株式会社退職給付信託口）の所有株式

は、近畿日本鉄道株式会社が所有していた当社株式を株式会社りそな銀行に信託したものが、株式会社日本

カストディ銀行に再信託されたもので、議決権行使の指図権は近畿日本鉄道株式会社に留保されておりま

す。

３．近鉄共栄持株会は、当社の取引先企業で構成されている持株会であります。
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2021年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 61,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 40,361,600 403,616 －

単元未満株式 普通株式 15,340 － －

発行済株式総数 40,437,940 － －

総株主の議決権 － 403,616 －

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2021年８月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

㈱近鉄百貨店

大阪市阿倍野区阿倍野筋
１丁目１番43号

61,000 － 61,000 0.15

計 － 61,000 － 61,000 0.15

②【自己株式等】

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２四半期連結会計期間（2021年６月１日から2021

年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年３月１日から2021年８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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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,618 2,420

受取手形及び売掛金 9,848 9,772

商品及び製品 6,850 6,405

仕掛品 144 67

原材料及び貯蔵品 33 33

その他 4,382 5,400

貸倒引当金 △17 △17

流動資産合計 26,862 24,082

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 41,626 40,237

土地 27,561 27,535

その他（純額） 3,085 3,852

有形固定資産合計 72,273 71,624

無形固定資産 3,582 3,854

投資その他の資産

投資有価証券 3,534 3,552

敷金及び保証金 9,864 9,858

退職給付に係る資産 3,821 4,033

その他 3,550 3,923

貸倒引当金 △68 △65

投資その他の資産合計 20,702 21,303

固定資産合計 96,558 96,782

資産合計 123,420 120,864

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 17,688 17,290

短期借入金 13,416 12,289

未払法人税等 60 149

契約負債 － 21,038

商品券 8,793 8,894

預り金 29,079 11,360

賞与引当金 139 160

商品券等引換損失引当金 7,632 5,355

その他 4,605 3,693

流動負債合計 81,415 80,231

固定負債

長期借入金 3,800 3,170

退職給付に係る負債 537 537

資産除去債務 328 65

その他 3,694 3,799

固定負債合計 8,360 7,573

負債合計 89,776 87,804

純資産の部

株主資本

資本金 15,000 15,000

資本剰余金 8,990 8,990

利益剰余金 8,282 7,756

自己株式 △86 △86

株主資本合計 32,186 31,660

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 739 736

退職給付に係る調整累計額 717 663

その他の包括利益累計額合計 1,456 1,399

純資産合計 33,643 33,060

負債純資産合計 123,420 120,864
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

売上高 98,747 47,285

売上原価 76,535 24,586

売上総利益 22,212 22,698

販売費及び一般管理費 ※１ 24,400 ※１ 24,134

営業損失（△） △2,188 △1,435

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 49 45

未請求債務整理益 488 521

雇用調整助成金 296 378

その他 110 234

営業外収益合計 945 1,180

営業外費用

支払利息 55 49

商品券等引換損失引当金繰入額 489 524

固定資産撤去費用 39 32

その他 123 115

営業外費用合計 707 720

経常損失（△） △1,951 △976

特別利益

休業等協力金 － 469

雇用調整助成金 ※２ 361 ※２ 244

特別利益合計 361 713

特別損失

店舗休業損失 ※３ 2,060 ※３ 1,264

投資有価証券評価損 50 －

特別損失合計 2,110 1,264

税金等調整前四半期純損失（△） △3,700 △1,526

法人税、住民税及び事業税 47 27

法人税等調整額 1,205 △673

法人税等合計 1,252 △645

四半期純損失（△） △4,953 △881

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △4,953 △881

（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２四半期連結累計期間】
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

四半期純損失（△） △4,953 △881

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △85 △3

退職給付に係る調整額 6 △53

その他の包括利益合計 △78 △57

四半期包括利益 △5,032 △938

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,032 △938

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △3,700 △1,526

減価償却費 3,030 3,039

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26 △3

賞与引当金の増減額（△は減少） △237 20

商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） 90 235

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1 △0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △189 △288

受取利息及び受取配当金 △50 △45

支払利息 55 49

固定資産除却損等 49 19

投資有価証券評価損益（△は益） 51 0

雇用調整助成金 △657 △622

休業等協力金 － △469

売上債権の増減額（△は増加） 1,747 △338

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,379 1,070

仕入債務の増減額（△は減少） △2,776 △387

その他の流動負債の増減額（△は減少） 558 88

その他 296 △210

小計 △381 629

利息及び配当金の受取額 50 45

利息の支払額 △56 △50

雇用調整助成金の受取額 591 490

休業等協力金の受取額 － 77

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △419 113

営業活動によるキャッシュ・フロー △215 1,306

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日

　至　2021年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,838 △2,326

有形及び無形固定資産の売却による収入 50 63

有形固定資産の除却による支出 △135 △43

投資有価証券の取得による支出 △3 △51

長期貸付金の回収による収入 5 8

敷金及び保証金の差入による支出 △0 △0

敷金及び保証金の回収による収入 671 23

資産除去債務の履行による支出 △94 △78

その他 △146 △64

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,490 △2,471

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） 1,213 △336

長期借入れによる収入 3,500 －

長期借入金の返済による支出 △1,881 △1,420

配当金の支払額 △806 △0

その他 △130 △277

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,896 △2,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 191 △3,198

現金及び現金同等物の期首残高 3,447 5,618

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 3,638 ※ 2,420
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年３月30日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年３月30日）が2018

年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間

の期首から収益認識会計基準等を早期適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、当社グループが代理人として関与したと判定される取引については純額で表示しております。

当社グループの主な履行義務は、物品の販売であり、物品の引渡し時に収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、

収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従

ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高が59,219百万円減少し、売上原価は58,184百万円減少し、販売

費及び一般管理費は1,059百万円減少し、営業損失は24百万円、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれ

ぞれ25百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は355百万円増加しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示してい

た「商品券」、「預り金」及び「その他」の一部は、第１四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示す

ることといたしました。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する一定の仮定について）

四半期連結財務諸表の作成に当たって、新型コロナウイルス感染症の拡大による国内外での消費低迷に伴う売

上高減少の影響が当連結会計年度まで継続すると想定し、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等の会

計上の見積りを行っております。

なお、四半期連結財務諸表作成時点において入手可能な情報に基づいた最善の見積りを行っているものの、そ

の性質上、見積りに用いた仮定には不確実性があるため、新型コロナウイルス感染症の収束時期やその経済環境

への影響が変化した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ

ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい

ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告

第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第28号　平成30年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改

正前の税法の規定に基づいております。
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前第２四半期連結累計期間
（自　2020年３月１日

　　至　2020年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年３月１日

　　至　2021年８月31日）

退職給付費用 370百万円 250百万円

賞与引当金繰入額 △35百万円 132百万円

貸倒引当金繰入額 △21百万円 0百万円

給料及び手当 5,623百万円 5,653百万円

賃借料 4,983百万円 5,231百万円

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２　雇用調整助成金

前第２四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年８月31日）

新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言を受けて各店舗（食料品売場等を除く。）にて臨時休業いたしま

した。当該休業期間に発生した人件費に対して申請した雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）

を特別利益に計上しております。

当第２四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年８月31日）

新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言を受けて一部店舗（食料品売場等を除く。）にて臨時休業いたし

ました。当該休業期間に発生した人件費に対して申請した雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特

例）を特別利益に計上しております。

※３　店舗休業損失

前第２四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年８月31日）

新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言を受けて各店舗（食料品売場等を除く。）にて臨時休業いたしま

した。当該休業中に発生した固定費等（賃借料や人件費等）に臨時性があると判断し、店舗休業損失として特別損失に計

上しております。

当第２四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年８月31日）

新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言を受けて一部店舗（食料品売場等を除く。）にて臨時休業いたし

ました。当該休業中に発生した固定費等（賃借料や人件費等）に臨時性があると判断し、店舗休業損失として特別損失に

計上しております。

前第２四半期連結累計期間
（自　2020年３月１日

至　2020年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年３月１日

至　2021年８月31日）

現金及び預金勘定 3,638百万円 2,420百万円

現金及び現金同等物 3,638百万円 2,420百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　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は次のとおりであ

ります。

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

2020年５月21日

定時株主総会
普通株式 807 20.00 2020年２月29日 2020年５月22日 利益剰余金

（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年８月31日）
配当金支払額

当第２四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年８月31日）
該当事項はありません。

- 16 -



（単位：百万円）

百貨店業 卸・小売業 内装業 その他事業 計
調整額
(注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
(注）２

売上高

外部顧客への売上高 87,482 7,284 2,502 1,477 98,747 － 98,747

セグメント間の

内部売上高又は振替高
33 1,305 715 1,819 3,873 △3,873 －

計 87,516 8,590 3,217 3,296 102,620 △3,873 98,747

セグメント利益

又は損失（△）
△2,430 △13 204 45 △2,194 5 △2,188

（単位：百万円）

百貨店業 卸・小売業 内装業 その他事業 計
調整額
(注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
(注）２

売上高

外部顧客への売上高 38,206 6,607 893 1,577 47,285 － 47,285

セグメント間の

内部売上高又は振替高
25 408 798 1,877 3,109 △3,109 －

計 38,232 7,015 1,692 3,455 50,395 △3,109 47,285

セグメント利益

又は損失（△）
△1,764 203 25 133 △1,401 △34 △1,435

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　2020年３月１日　至　2020年８月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．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。

当第２四半期連結累計期間（自　2021年３月１日　至　2021年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．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。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　「第４　経理の状況」「１　四半期連結財務諸表　注記事項　会計方針の変更」に記載の通り、第１四半期連

結会計期間の期首から収益認識会計基準等を早期適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業

セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。

　当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「百貨店業」の売上高が57,753百万円減

少、セグメント損失が11百万円減少し、「卸・小売業」の売上高が1,462百万円減少、セグメント利益が12百万

円増加し、「その他事業」の売上高が3百万円減少しております。

- 17 -



前第２四半期連結累計期間
（自　2020年３月１日

至　2020年８月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年３月１日

至　2021年８月31日）

１株当たり四半期純損失（△） △122.69円 △21.83円

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △4,953百万円 △881百万円

普通株主に帰属しない金額 －百万円 －百万円

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

損失（△）
△4,953百万円 △881百万円

普通株式の期中平均株式数 40,376千株 40,376千株

（１株当たり情報）

１株当たり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。

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

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

2021年10月13日

株式会社近鉄百貨店

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 原田　大輔　印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 和田　安弘　印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 安田　智則　印

監査人の結論

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近鉄

百貨店の2021年３月１日から2022年２月28日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年６月１日から2021

年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年３月１日から2021年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

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、株式会社近鉄百貨店及び連結子会社の2021年８月31日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、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基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。



（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おりません。

監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・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する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。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。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信

じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子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
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１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長執行役員秋田拓士は、当社の第128期第２四半期（自　2021年６月１日　至　2021年８月31

日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】

特記すべき事項はありません。


