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（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、消費税等は含まれておりません。 

  

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４期

第２四半期 
連結累計期間 

第５期
第２四半期 
連結累計期間 

第４期
第２四半期 
連結会計期間 

第５期 
第２四半期 
連結会計期間 

第４期

会計期間 

自  平成22年
３月１日 

至  平成22年 
８月31日 

自  平成23年
３月１日 

至  平成23年 
８月31日 

自  平成22年
６月１日 

至  平成22年 
８月31日 

自  平成23年 
６月１日 

至  平成23年 
８月31日 

自  平成22年
３月１日 

至  平成23年 
２月28日 

売上高 (百万円)  466,612  455,440  239,658  235,278  950,102

経常利益 (百万円)  8,217  7,710  4,584  5,132  21,092

四半期(当期)純利益 (百万円)  3,671  2,282  1,794  3,153  8,862

純資産額 (百万円) － －  323,283  326,780  327,242

総資産額 (百万円) － －  778,185  778,350  775,029

１株当たり純資産額 (円) － －  594.13  600.52  601.62

１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円)  6.94  4.32  3.39 5.97  16.76

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益金額 

(円)  6.94  4.32  3.39 5.97  16.76

自己資本比率 (％) － －  40.4  40.8  41.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円)  8,387  13,881 － －  21,270

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △4,339 △27,082 － － △8,432

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △16,638  7,479 － － △23,128

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) － －  30,895  27,484  33,204

従業員数 (名) － －  8,077  7,502  7,768

－1－



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)において営まれてい

る事業の内容に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。 

  

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。 

  

(1) 連結会社の状況 

（注）１  従業員数は就業人員であります。 

２  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人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

（注）１  従業員数は就業人員であります。 

２  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人員であります。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成23年８月31日現在 

従業員数(名) 
 

〔 〕
7,502
6,138

  平成23年８月31日現在 

従業員数(名) 
 

〔 〕
71
10

－2－



  

(1) 生産実績 

当第２四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２  上記以外のセグメントについては該当事項はありません。 

  

(2) 受注実績 

当第２四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２  上記以外のセグメントについては該当事項はありません。 

  

(3) 販売実績 

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、次のとおりであります。

（注）１  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２  前年同四半期比につきましては、前第２四半期連結会計期間のセグメント情報を当第２四半期連結会計期間

において用いた報告セグメントの区分に組替えた金額と比較しております。 

  

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。 

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。

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

その他事業  128  100.4

合計  128  100.4

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同四半期比(％)

その他事業  4,200  65.8

合計  4,200  65.8

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

百貨店業  185,188 99.5 

スーパーマーケット業  28,391  96.3

卸売業  11,861  87.6

その他事業  22,138  92.5

計  247,579  97.8

調整額 △12,301 91.6 

合計  235,278  98.2

２【事業等のリスク】
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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。 

  

(1) 経営成績の分析 

  当第２四半期連結会計期間（平成23年６月１日～平成23年８月31日）の日本経済は、東日本

大震災の影響により企業の生産活動が停滞するとともに個人消費も低迷するなど、厳しい状況

のなか、サプライチェーンが復旧するに伴い、生産や輸出などに持ち直しの動きがみられたも

のの、円高の進行に加え、海外景気の下振れ懸念も強まるなど、先行きは依然として不透明な

状況となっております。  

  百貨店業界では、震災発生直後の３月には、計画停電に伴う首都圏店舗での営業時間短縮に

加え、消費マインドの冷え込みにより売上高は大きく前年実績を下回りましたが、クールビズ

商材など節電対応需要の高まりのほか、自粛ムードにも和らぎが見え、ほぼ前年並みの水準ま

で持ち直す状況のうちに推移いたしました。 

  このような状況のなか、当社グループは、震災による影響を 小限に止めるとともに、将来

にわたるグループの成長・発展に向け、「百貨店事業の競争力向上」と「グループ全体の成長

力強化」に取り組んでまいりました。 

  百貨店事業におきましては、業態革新を目指す「新百貨店モデル」の集大成として本年４月

19日に全館グランドオープンした大丸梅田店をはじめ、各店において、ターゲットやコンセプ

トを明確にした「スペシャリティゾーン」や大型テナントの展開など、従来の百貨店の枠にと

らわれない新しい店づくりを通じて、顧客層の拡大と各地区内での競争力強化を図ってまいり

ました。 

  加えて、「新百貨店モデル」構築を加速するため、自主編集売場の強化を目的に仕入から販

売までを一体として事業運営できる組織を新たに設置するとともに、マーケット対応の一層の

迅速化に向けてＭＤ部門組織全体を再編し、本年９月からスタートいたしました。 

  グループ全体の成長力強化に向けては、本年３月にグループ内通販事業を再編・統合し新た

にスタートした株式会社ＪＦＲオンラインにおいてインターネットなどの通販事業の強化に取

り組んだほか、同じく本年３月に持分法適用関連会社化した、雑貨小売業「プラザ」等を展開

する株式会社スタイリングライフ・ホールディングスとの相乗効果発揮に向けた取り組みを進

めてまいりました。 

  あわせて、あらゆる経費構造の抜本的な見直しや人的生産性を中心とする経営効率の向上に

取り組みました。 

  以上のような諸施策に取り組みました結果、当第２四半期連結会計期間の連結売上高は、 

震災の影響による落ち込みから徐々に回復したものの、１．８％減の２，３５２億７８百万円

となりました。損益面では販売費及び一般管理費の圧縮を進めたことにより、営業利益は  

１３．４％増の４８億５７百万円、経常利益は１２．０％増の５１億３２百万円、四半期純利

益は７５．８％増の３１億５３百万円となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

※前年同四半期比につきましては、前第２四半期連結会計期間のセグメント情報を当第２四半

期連結会計期間において用いた報告セグメントの区分に組替えた金額と比較しております。 

３【経営上の重要な契約等】

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】
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  ①百貨店業 

    売上高は、前年同四半期と比べ０．５％減の１，８５１億８８百万円となり、営業利益は

２３．７％増の３５億２３百万円となりました。 

  

  ②スーパーマーケット業 

    安全・鮮度・美味しさにこだわった商品の提供を通じて、高質スーパーマーケットを目指

すとともに、地域のお客様に支持される個店ごとの店づくりに取り組み、ニッケコルトンプ

ラザ店（千葉県市川市）、トルナーレ日本橋浜町店（東京都中央区）の店舗改装を実施する

など、地域のマーケットの変化に対応いたしましたが、競合激化や店舗閉鎖の影響もあり、

売上高は前年同四半期と比べ３．７％減の２８３億９１百万円、営業利益は６１．３％減の

６５百万円となりました。 

  

  ③卸売業 

    化学品やフィッシングなど、堅調に数字を伸ばしている部門もありますが、市場環境は依

然厳しい状況にあり、売上高は前年同四半期と比べ１２．４％減の１１８億６１百万円、営

業利益は６６．１％減の１億３１百万円となりました。 

  

  ④その他事業 

    クレジット事業が外部加盟店売上とカード会員数の増加により業績に寄与、また、通販事

業が涼感寝具をはじめ節電需要に対応した商品で売上を伸ばしましたが、建装事業が大口受

注の減により売上が伸び悩み、売上高は前年同四半期と比べ７．５％減の２２１億３８百万

円、営業利益は１３．８％減の１０億２２百万円となりました。 

  

(2) 財政状態の分析 

  当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ３３億２１百万円増加し、

７，７８３億５０百万円となりました。これは主に、大丸梅田店増床に伴う固定資産の増加に

よるものです。負債は、前連結会計年度末に比べ３７億８３百万円増加し、４，５１５億６９

百万円となりました。これは主に、コマーシャル・ペーパーの発行に伴う流動負債の増加によ

るものです。純資産は、株価の下落によるその他有価証券評価差額金の減少などにより前連結

会計年度末に比べ４億６２百万円減少し、３，２６７億８０百万円となりました。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

  キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、７１億６８百

万円の収入となりました。前第２四半期連結会計期間との比較では、仕入債務の減少などによ

り３２億４０百万円の収入減となりました。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、１８億３８百万円の支出となりました。前第２四半

期連結会計期間との比較では、固定資産の取得による支出の減少などにより、１０億９７百万

円の支出減となりました。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、８０億１２百万円の収入となりました。前第２四半

期連結会計期間との比較では、設備資金の新規借入などにより２２億８百万円の収入増となり

ました。 
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  以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、第１四半期連結会

計期間末に比べ１３３億４３百万円増の２７４億８４百万円、有利子負債残高は、第１四半期

連結会計期間末に比べ８１億１４百万円増の１，１８２億８９百万円となりました。 

  

(4) 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。 

  

(5) 研究開発活動 

特記事項はありません。 

－6－



  

(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、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の

新設・除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

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・除却等の計画は

ありません。 

  

第３【設備の状況】

－7－



  

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

（注）提出日現在の発行数には、平成23年10月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式  2,000,000,000

計  2,000,000,000

種類 
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成23年８月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成23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  536,238,328  536,238,328

東京証券取引所
(市場第一部) 
大阪証券取引所 
(市場第一部) 
名古屋証券取引所 
(市場第一部) 

単元株式数
1,000株 

計  536,238,328  536,238,328 － － 
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新株予約権 

①  平成19年９月３日の株式移転に伴い、株式会社大丸が平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権に代わるものとして交付したものであります。

（注）１  新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,400株である。 

２  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる

株式１株当たりの払込金額に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。 

３  新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額は、以下の場合に調整されるものとする。 

①  株式数の調整 

当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整

し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力

発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主

総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日

を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当

該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。 

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項

を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知または公告する。ただし、当該適用の日

の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとす

る。 

②  行使価額の調整 

当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。 

(2)【新株予約権等の状況】

株主総会の特別決議日（平成14年５月23日） 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成23年８月31日） 

新株予約権の数（個） （注１） 75

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  105,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   404

新株予約権の行使期間 平成19年９月３日から 
平成24年５月23日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円） 

当社普通株式１株の発行価格 
 

当社普通株式１株資本組入額 
 

404

202

新株予約権の行使の条件 

１  新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時におい
ても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしく
は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了
による退任、死亡、定年退職その他正当な理由のある場
合には、その地位喪失の時から２年間に限り行使でき
る。 

２  その他、権利行使の条件は当社と新株予約権被付与者
との間で個別に締結する「新株予約権割当契約」に記載
するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注５） 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合の比率

－9－



また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会

社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通

株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通

株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

４(1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これ

を切上げるものとする。 

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

５  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発

生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対

象会社」という。）の新株予約権（以下、「再編成対象会社新株予約権」という。）を以下の条件に基づ

きそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は再編

成対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または

株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編成対象会社新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(3）再編成対象会社新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３の①に準じて決定する。 

(4）再編成対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上

調整した再編成行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。 

(5）再編成対象会社新株予約権を行使することができる期間 

組織再編成行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。 

(6）再編成対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項 

上記４に準じて決定する。 

(7）譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得の制限 

譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を

要するものとする。 

(8）その他の再編成対象会社新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

  

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込価額 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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（注）１  新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,400株である。 

２  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる

株式１株当たりの払込金額に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。 

３  新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額は、以下の場合に調整されるものとする。 

①  株式数の調整 

当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整

し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力

発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主

総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日

を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当

該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。 

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項

を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知または公告する。ただし、当該適用の日

の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとす

る。 

②  行使価額の調整 

当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会

社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通

株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

株主総会の特別決議日（平成15年５月22日） 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成23年８月31日） 

新株予約権の数（個） （注１） 50

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  70,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   317

新株予約権の行使期間 平成19年９月３日から 
平成25年５月22日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円） 

当社普通株式１株の発行価格 
 

当社普通株式１株の資本組入額 
 

317

159

新株予約権の行使の条件 

１  新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時におい
ても、当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行
役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただ
し、任期満了による退任、死亡、定年退職その他正当な
理由のある場合には、その地位喪失の時から２年間に限
り行使できる。 

２  その他、権利行使の条件は当社と新株予約権被付与者
との間で個別に締結する「新株予約権割当契約」に記載
するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注５） 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合の比率
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なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通

株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

４(1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これ

を切上げるものとする。 

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

５  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発

生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対

象会社」という。）の新株予約権（以下、「再編成対象会社新株予約権」という。）を以下の条件に基づ

きそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は再編

成対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または

株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編成対象会社新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(3）再編成対象会社新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３の①に準じて決定する。 

(4）再編成対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上

調整した再編成行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。 

(5）再編成対象会社新株予約権を行使することができる期間 

組織再編成行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。 

(6）再編成対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項 

上記４に準じて決定する。 

(7）譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得の制限 

譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を

要するものとする。 

(8）その他の再編成対象会社新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

  

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込価額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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（注）１  新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,400株である。 

２  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる

株式１株当たりの払込金額に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。 

３  新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額は、以下の場合に調整されるものとする。 

①  株式数の調整 

当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整

し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力

発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主

総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日

を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当

該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。 

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項

を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知または公告する。ただし、当該適用の日

の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとす

る。 

②  行使価額の調整 

当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会

社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通

株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

株主総会の特別決議日（平成16年５月27日） 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成23年８月31日） 

新株予約権の数（個） （注１） 220

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  308,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   699

新株予約権の行使期間 平成19年９月３日から 
平成26年５月27日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円） 

当社普通株式１株の発行価格 
 

当社普通株式１株の資本組入額 
 

699

350

新株予約権の行使の条件 

１  新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時におい
ても、当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行
役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただ
し、任期満了による退任、死亡、定年退職その他正当な
理由のある場合には、その地位喪失の時から２年間に限
り行使できる。 

２  その他、権利行使の条件は当社と新株予約権被付与者
との間で個別に締結する「新株予約権割当契約」に記載
するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注５） 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合の比率

－13－



なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通

株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

４(1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これ

を切上げるものとする。 

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

５  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発

生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対

象会社」という。）の新株予約権（以下、「再編成対象会社新株予約権」という。）を以下の条件に基づ

きそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は再編

成対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または

株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編成対象会社新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(3）再編成対象会社新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３の①に準じて決定する。 

(4）再編成対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上

調整した再編成行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。 

(5）再編成対象会社新株予約権を行使することができる期間 

組織再編成行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。 

(6）再編成対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項 

上記４に準じて決定する。 

(7）譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得の制限 

譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を

要するものとする。 

(8）その他の再編成対象会社新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

  

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込価額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

－14－



（注）１  新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,400株である。 

２  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる

株式１株当たりの払込金額に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。 

３  新株予約権の目的となる株式の数及び払込金額は、以下の場合に調整されるものとする。 

①  株式数の調整 

当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整

し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力

発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主

総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日

を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当

該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。 

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項

を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知または公告する。ただし、当該適用の日

の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとす

る。 

②  行使価額の調整 

当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満

の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会

社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通

株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株

予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

株主総会の特別決議日（平成17年５月26日） 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成23年８月31日） 

新株予約権の数（個） （注１） 240

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  336,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   691

新株予約権の行使期間 平成19年９月３日から 
平成27年５月26日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円） 

当社普通株式１株の発行価格 
 

当社普通株式１株の資本組入額 
 

691

345

新株予約権の行使の条件 

１  新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時におい
ても、当社または当社の子会社の取締役、監査役、執行
役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただ
し、任期満了による退任、死亡、定年退職その他正当な
理由のある場合には、その地位喪失の時から２年間に限
り行使できる。 

２  その他、権利行使の条件は当社と新株予約権被付与者
との間で個別に締結する「新株予約権割当契約」に記載
するものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注５） 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合の比率

－15－



なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通

株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を

「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

４(1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これ

を切上げるものとする。 

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

５  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発

生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対

象会社」という。）の新株予約権（以下、「再編成対象会社新株予約権」という。）を以下の条件に基づ

きそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は再編

成対象会社新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または

株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編成対象会社新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するものとする。

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

(3）再編成対象会社新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３の①に準じて決定する。 

(4）再編成対象会社新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上

調整した再編成行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得

られる金額とする。 

(5）再編成対象会社新株予約権を行使することができる期間 

組織再編成行為の効力発生日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することが

できる期間の満了日までとする。 

(6）再編成対象会社新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関

する事項 

上記４に準じて決定する。 

(7）譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得の制限 

譲渡による再編成対象会社新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を

要するものとする。 

(8）その他の再編成対象会社新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

  

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込価額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

－16－



②  平成19年９月３日の株式移転に伴い、株式会社松坂屋が会社法第236条、第238条、第239条、

第361条第１項第３号及び第387条第１項の規定に基づき発行した新株予約権に代わるものと

して交付したものであります。 

（注）１  新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整

し、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発

生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会

において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式

分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日

の翌日に遡及してこれを適用する。 

上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数

を調整する。 

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を

新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前

日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。 

２  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 

３(1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これ

を切上げるものとする。 

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

４(1）新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役または執行役

員のいずれかの地位を有するときは、新株予約権を行使できないものとする。 

(2）新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれの地位をも喪失した日の

翌日から10日間に限り新株予約権を行使できるものとする。 

(3）新株予約権者が平成37年７月14日まで当社及び当社子会社の取締役、監査役または執行役員のいずれかの

地位を有し、新株予約権を行使することができない場合には、平成37年７月15日から平成38年７月14日ま

で新株予約権を行使することができるものとする。 

(4）新株予約権者が、その有する新株予約権を放棄した場合には行使できないものとする。 

株主総会の特別決議日（平成18年５月25日） 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成23年８月31日） 

新株予約権の数（個） （注１） 19

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  19,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １個当たり  円 
（１株当たり１円）（注２） 

1,000

新株予約権の行使期間 平成19年９月３日から 
平成38年７月14日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円） 

当社普通株式１株の発行価格 
 

当社普通株式１株の資本組入額 
（注３） 

1

新株予約権の行使の条件 （注４） 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注５） 

－17－



５  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発

生の直前の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対

し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再

編成対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合に

おいては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸

収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

(2）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

新株予約権１個につき、(1)記載の再編成対象会社の株式1,000株を割り当てる。ただし、必要がある場合

には、新株予約権と同様の株式数の調整を行うものとする。 

(3）新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額と同じとする。 

(4）新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権の権利行使期間と同じとする。 

(5）譲渡による新株予約権の取得の制限 

各種新株予約権を譲渡するときは、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 

(6）新株予約権の取得条項 

新株予約権の取得条項は定めない。 

(7）その他の新株予約権の行使の条件 

新株予約権と同じとする。 
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③  平成19年９月３日の株式移転に伴い、株式会社松坂屋が会社法第236条、第238条及び第239条

の規定に基づき発行した新株予約権に代わるものとして交付したものであります。 

（注）１  新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株である。 

当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は

株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整する。 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力

発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総

会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株

式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準

日の翌日に遡及してこれを適用する。 

また、当社が資本金の額の減少を行う場合等、当該新株予約権に係る付与株式数の調整を必要とするやむを

得ない事由が生じたときは、資本金の額の減少等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で当該新株予約権に係

る付与株式数を調整する。 

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を

新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前

日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。 

２  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる

株式１株当たりの払込金額に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。 

３  新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式によ

り行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（会

社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の

一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行

使、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第５条第２項の規定に基づく自己株

式の譲渡、当社普通株式に転換される証券もしくは転換される証券または当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換または行使の場合を除く。）は、次の算式

により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

株主総会の特別決議日（平成18年５月25日） 

  
当第２四半期会計期間末現在 

（平成23年８月31日） 

新株予約権の数（個） （注１） 300

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  300,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり   794

新株予約権の行使期間 平成20年７月15日から 
平成24年７月14日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円） 

当社普通株式１株の発行価格 
 

当社普通株式１株の資本組入額 
（注４） 

794

新株予約権の行使の条件 

１  新株予約権者がその有する新株予約権を放棄した場合
には行使できないものとする。 

２  新株予約権者がその有する募集新株予約権を放棄した
場合には行使できないものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注５） 

新株予約権の取得条項に関する事項 － 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 

分割・併合の比率
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なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株

式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処

分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

４(1）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これ

を切上げるものとする。 

(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金

等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

５  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

組織再編成における新株予約権の消滅及び再編成対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針 

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発

生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、そ

れぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対

象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において

は、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下

の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 

(1）交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

(2）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

(3）新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記３に準じて決定する。 

(4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される新株予約権の権利行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上

調整した再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて

得られる金額とする。 

(5）新株予約権を行使することができる期間 

平成20年７月15日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、平成24年７月14日までとす

る。 

(6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

上記４に準じて決定する。 

(7）譲渡による新株予約権の取得の制限 

各種新株予約権の譲渡については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 

(8）新株予約権の取得条項 

新株予約権の取得条項は定めない。 

(9）その他の新株予約権の行使の条件 

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（注）１  Ｊ.フロント リテイリング共栄持株会は当社グループの取引先企業で構成されている持株会であります。 

２  上記のほか自己株式が7,424千株あり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は1.38％であります。 

  

(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】

(4)【ライツプランの内容】

(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23年６月１日～ 
平成23年８月31日 

 －  536,238 －  30,000  －  7,500

(6)【大株主の状況】

平成23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
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町二丁目11番３号  38,822  7.24

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号  34,476  6.43

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号  28,906  5.39

Ｊ.フロント リテイリング 
共栄持株会 

東京都中央区八重洲二丁目１番１号
ヤンマー東京ビルディング  14,581  2.72

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号  14,291  2.66

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号  11,564  2.15

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号  8,369  1.56

Ｊ.フロント リテイリング 
従業員持株会 

東京都中央区八重洲二丁目１番１号  7,763  1.45

ラボバンクネダーランド東京支店 東京都千代田区大手町二丁目１番１号  7,150  1.33

日本トラスティ・サービス信託銀行 
株式会社（住友信託銀行再信託分・ 
株式会社三井住友銀行退職給付信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号  6,409  1.20

計 －  172,334  32.14
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①【発行済株式】 

（注）１  「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、20,000株(議決権20個)含まれてお

ります。 

２  単元未満株式数には、当社所有の自己株式422株及び相互保有株式361株がそれぞれ含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

(7)【議決権の状況】

   平成23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 

 7,424,000
－ － 

(相互保有株式)
普通株式 

 749,000
－ － 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

 515,315,000
 515,315 － 

単元未満株式 
普通株式 

 12,750,328
－ － 

発行済株式総数  536,238,328 － － 

総株主の議決権 －  515,315 － 

  平成23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) 
Ｊ.フロント リテイリング㈱ 

東京都中央区銀座
六丁目10番１号  7,424,000 －  7,424,000  1.38

(相互保有株式) 
㈱白青舎 

東京都千代田区岩本町
一丁目３番９号  749,000 －  749,000  0.14

計 －  8,173,000 －  8,173,000  1.52
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【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

（注）株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありま

せん。 

  

２【株価の推移】

月別 平成23年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

高(円)  428  362  354  359  390  382

低(円)  262  321  315  299  344  321

３【役員の状況】

－23－



  

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22年６月１日から平成22年８月31日まで)及び前第２四半期

連結累計期間(平成22年３月１日から平成22年８月31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23年６月１日から平成23年８月31日まで)及び当第２四半期

連結累計期間(平成23年３月１日から平成23年８月31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22年

６月１日から平成22年８月31日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成22年３月１日から平成22年

８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成23年６月１日から平

成23年８月31日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成23年３月１日から平成23年８月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。 

  

第５【経理の状況】
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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)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 28,072 34,087

受取手形及び売掛金 52,765 53,937

有価証券 1,283 1,484

たな卸資産 ※1  27,458 ※1  30,382

繰延税金資産 12,559 13,020

その他 26,076 25,945

貸倒引当金 △623 △761

流動資産合計 147,592 158,096

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  139,453 ※2  135,763

土地 355,101 354,742

建設仮勘定 2,802 5,634

その他（純額） ※2  2,735 ※2  2,537

有形固定資産合計 500,092 498,678

無形固定資産   

その他 17,974 18,466

無形固定資産合計 17,974 18,466

投資その他の資産   

投資有価証券 34,261 26,884

長期貸付金 1,507 1,505

敷金及び保証金 52,555 47,760

繰延税金資産 8,758 7,764

その他 18,597 18,650

貸倒引当金 △2,989 △2,776

投資その他の資産合計 112,690 99,787

固定資産合計 630,757 616,933

資産合計 778,350 775,029
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 74,028 76,310

短期借入金 40,131 43,181

コマーシャル・ペーパー 14,997 －

未払法人税等 1,960 3,296

前受金 17,413 17,463

商品券 41,020 41,727

賞与引当金 6,190 6,352

役員賞与引当金 － 164

販売促進引当金 339 337

商品券等回収損失引当金 9,691 9,179

事業整理損失引当金 1,075 1,666

その他 46,829 46,510

流動負債合計 253,678 246,190

固定負債   

長期借入金 63,160 65,476

繰延税金負債 95,564 95,717

退職給付引当金 25,448 29,409

役員退職慰労引当金 58 65

負ののれん 2,303 3,443

その他 11,355 7,482

固定負債合計 197,891 201,596

負債合計 451,569 447,786

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,000 30,000

資本剰余金 209,600 209,605

利益剰余金 85,326 84,895

自己株式 △5,964 △5,976

株主資本合計 318,963 318,523

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,439 △477

繰延ヘッジ損益 △73 △12

為替換算調整勘定 1 －

評価・換算差額等合計 △1,511 △490

新株予約権 99 115

少数株主持分 9,229 9,093

純資産合計 326,780 327,242

負債純資産合計 778,350 775,029
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(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22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 466,612 455,440

商品売上高 463,784 452,030

不動産賃貸収入 2,828 3,410

売上原価 354,187 345,885

商品売上原価 353,088 344,407

不動産賃貸原価 1,099 1,477

売上総利益 112,425 109,555

販売費及び一般管理費 ※1  105,069 ※1  102,312

営業利益 7,356 7,243

営業外収益   

受取利息 137 169

受取配当金 321 301

債務勘定整理益 1,708 1,708

負ののれん償却額 1,159 1,145

持分法による投資利益 123 －

その他 377 515

営業外収益合計 3,828 3,841

営業外費用   

支払利息 889 779

固定資産除却損 113 191

商品券等回収損失引当金繰入額 1,579 1,875

持分法による投資損失 － 152

その他 384 375

営業外費用合計 2,966 3,373

経常利益 8,217 7,710

特別利益   

固定資産売却益 455 －

投資有価証券売却益 － 24

事業整理損失引当金戻入額 － 320

特別利益合計 455 344

特別損失   

固定資産処分損 1,407 309

投資有価証券売却損 － 3

投資有価証券評価損 811 1,204

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,254

事業構造改善費用 ※2  702 －

その他 126 462

特別損失合計 3,048 4,235

税金等調整前四半期純利益 5,624 3,819

法人税、住民税及び事業税 1,759 1,484

法人税等調整額 △58 △188

法人税等合計 1,701 1,296

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,523

少数株主利益 252 240

四半期純利益 3,671 2,282
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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22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 239,658 235,278

商品売上高 238,225 233,561

不動産賃貸収入 1,433 1,716

売上原価 182,756 178,545

商品売上原価 182,176 177,811

不動産賃貸原価 580 734

売上総利益 56,901 56,733

販売費及び一般管理費 ※  52,619 ※  51,875

営業利益 4,282 4,857

営業外収益   

受取利息 71 92

受取配当金 242 220

債務勘定整理益 960 998

負ののれん償却額 579 575

持分法による投資利益 60 －

その他 142 189

営業外収益合計 2,057 2,076

営業外費用   

支払利息 445 394

固定資産除却損 27 25

商品券等回収損失引当金繰入額 1,030 1,039

持分法による投資損失 － 168

その他 251 172

営業外費用合計 1,754 1,800

経常利益 4,584 5,132

特別利益   

固定資産売却益 6 －

投資有価証券売却益 － 24

事業整理損失引当金戻入額 － 320

特別利益合計 6 344

特別損失   

固定資産処分損 796 30

投資有価証券売却損 － 3

投資有価証券評価損 423 147

その他 320 8

特別損失合計 1,540 189

税金等調整前四半期純利益 3,050 5,287

法人税、住民税及び事業税 615 423

法人税等調整額 521 1,525

法人税等合計 1,137 1,948

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,338

少数株主利益 118 185

四半期純利益 1,794 3,153
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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22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23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利益 5,624 3,819

減価償却費 6,938 6,709

負ののれん償却額 △1,159 △1,145

貸倒引当金の増減額（△は減少） 88 75

賞与引当金の増減額（△は減少） △770 △326

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,289 △3,961

販売促進引当金の増減額（△は減少） △17 2

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △189 △591

商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） 250 512

受取利息及び受取配当金 △458 △471

支払利息 889 779

持分法による投資損益（△は益） △123 152

固定資産売却損益（△は益） △455 －

固定資産処分損益（△は益） 1,407 309

投資有価証券売却損益（△は益） － △21

投資有価証券評価損益（△は益） 811 1,204

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,254

売上債権の増減額（△は増加） 2,179 1,171

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,299 2,924

仕入債務の増減額（△は減少） △745 △2,282

未収入金の増減額（△は増加） △300 △1,380

長期前払費用の増減額（△は増加） △187 1,757

その他 △6,629 5,225

小計 10,163 16,719

利息及び配当金の受取額 441 408

利息の支払額 △886 △758

法人税等の支払額 △1,329 △2,488

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,387 13,881

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △883 △11,063

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 517 993

有形及び無形固定資産の取得による支出 △8,435 △11,903

有形及び無形固定資産の売却による収入 2,463 12

短期貸付金の増減額（△は増加） 311 344

長期貸付けによる支出 △81 △20

長期貸付金の回収による収入 62 30

その他 1,705 △5,476

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,339 △27,082
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

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） △10,206 △9,300

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） － 14,997

長期借入れによる収入 － 14,000

長期借入金の返済による支出 △2,592 △10,066

自己株式の取得による支出 △19 △10

配当金の支払額 △3,669 △1,843

少数株主への配当金の支払額 △94 △94

その他 △56 △202

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,638 7,479

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,620 △5,720

現金及び現金同等物の期首残高 43,515 33,204

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  30,895 ※  27,484
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当第２四半期連結累計期間(自  平成23年３月１日  至  平成23年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成23年３月１日  至  平成23年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

【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】

項      目 
当第２四半期連結累計期間

（自  平成23年３月１日  至  平成23年８月31日） 

１  持分法の適用に関する

事項の変更 

(1）持分法適用関連会社 

第１四半期連結会計期間より、新たに株式会社スタイリングライフ・ホールディン

グスの株式を取得したため、持分法適用の範囲に含めております。 

  (2）変更後の持分法適用関連会社の数    ６社 

２  会計処理基準に関する

事項の変更 

(1）「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」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が101百万円減少

し、税金等調整前四半期純利益が2,355百万円減少しております。 

(2）「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の

取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号

平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用しております。 

なお、これによる損益への影響はありません。 

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年３月１日  至  平成23年８月31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」の科目で表示しております。 

当第２四半期連結会計期間
(自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31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」の科目で表示しております。 

【簡便な会計処理】

【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】
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【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23年８月31日) 

前連結会計年度末 
(平成23年２月28日) 

※１  たな卸資産 ※１  たな卸資産 

  

商品及び製品 百万円26,876

仕掛品 百万円246

原材料及び貯蔵品 百万円334

  

商品及び製品 百万円29,729

仕掛品 百万円294

原材料及び貯蔵品 百万円358

  

※２  有形固定資産の減価償却累計額 百万円231,595

  

※２  有形固定資産の減価償却累計額 百万円227,100

３  偶発債務 ３  偶発債務 

大丸興業国際貿易(上海)有限公司 
（大丸興業㈱の子会社）支払保証 

100百万円

従業員住宅他融資の保証 37百万円

㈱ＳＤＳ企画（㈱下関大丸の 
子会社）リース契約保証 

15百万円

計 153百万円

大丸興業国際貿易(上海)有限公司 
（大丸興業㈱の子会社）支払保証 

100百万円

従業員住宅他融資の保証 百万円54
㈱ＳＤＳ企画（㈱下関大丸の 
子会社）リース契約保証 百万円17

計 百万円172

(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22年３月１日 
至  平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自  平成23年３月１日 
至  平成23年８月31日) 

※１  販売費及び一般管理費の主なもの ※１  販売費及び一般管理費の主なもの 

  

貸倒引当金繰入額 百万円549

役員報酬及び給料手当 百万円24,916

賞与引当金繰入額 百万円6,351

役員退職慰労引当金繰入額 百万円4

  

貸倒引当金繰入額 百万円487

役員報酬及び給料手当 百万円23,807

賞与引当金繰入額 百万円6,067

役員退職慰労引当金繰入額 百万円4

※２  事業構造改善費用の主なものは、㈱大丸と㈱松坂屋

の合併に伴う不動産所有権移転登記費用でありま

す。 

  

─── 

前第２四半期連結会計期間 
(自  平成22年６月１日 
至  平成22年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自  平成23年６月１日 
至  平成23年８月31日) 

※    販売費及び一般管理費の主なもの ※    販売費及び一般管理費の主なもの 

貸倒引当金繰入額 百万円361

役員報酬及び給料手当 百万円12,544

賞与引当金繰入額 百万円3,137

役員退職慰労引当金繰入額 百万円2

貸倒引当金繰入額 百万円443

役員報酬及び給料手当 百万円12,174

賞与引当金繰入額 百万円2,952

役員退職慰労引当金繰入額 百万円2
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当第２四半期連結会計期間末（平成23年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自  平成23年３

月１日  至  平成23年８月31日) 

１  発行済株式に関する事項 

  

２  自己株式に関する事項 

  

３  新株予約権等に関する事項 

  

４  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配

当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

  

５  株主資本の著しい変動に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

(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22年３月１日 
至  平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自  平成23年３月１日 
至  平成23年８月31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 

※  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 

現金及び預金 百万円31,178

預入期間が３か月超の定期預金 百万円△300

現金及び現金同等物の範囲に 
含めた有価証券 百万円17

現金及び現金同等物 百万円30,895

現金及び預金 百万円28,072

預入期間が３か月超の定期預金 百万円△605

現金及び現金同等物の範囲に 
含めた有価証券 百万円17

現金及び現金同等物 百万円27,484

(株主資本等関係)

株式の種類 
当第２四半期
連結会計期間末 

普通株式(株)  536,238,328

株式の種類 
当第２四半期
連結会計期間末 

普通株式(株)  7,614,385

会社名 内訳 目的となる株式の種類
目的となる
株式の数(株) 

当第２四半期
連結会計期間末残高 

(百万円) 

提出会社 
ストック・オプション
としての新株予約権 

－  －  99

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23年４月12日 
取締役会 

普通株式  1,850  3.50 平成23年２月28日 平成23年５月９日 利益剰余金

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23年10月11日 
取締役会 

普通株式  1,850  3.50 平成23年８月31日 平成23年11月９日 利益剰余金
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前第２四半期連結会計期間(自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日) 

（注）１  事業区分の方法 

日本標準産業分類に基づき小売業、卸売業、その他事業に区分し、更に小売業については、マーチャンダイ

ジング、販売形態等の相違により百貨店業、スーパーマーケット業に区分しました。 

２  各事業区分の主な商品内容 

(1) 百貨店業……………………衣料品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

(2) スーパーマーケット業……食料品、衣料雑貨、家庭用品等の販売 

(3) 卸売業………………………食品、化成品・資材等の卸売 

(4) その他事業…………………通信販売業、不動産賃貸業・駐車場業及びリース業、建装工事請負業及び家具

製造販売業、クレジット業等 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成22年３月１日  至  平成22年８月31日) 

（注）１  事業区分の方法 

日本標準産業分類に基づき小売業、卸売業、その他事業に区分し、更に小売業については、マーチャンダイ

ジング、販売形態等の相違により百貨店業、スーパーマーケット業に区分しました。 

２  各事業区分の主な商品内容 

(1) 百貨店業……………………衣料品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

(2) スーパーマーケット業……食料品、衣料雑貨、家庭用品等の販売 

(3) 卸売業………………………食品、化成品・資材等の卸売 

(4) その他事業…………………通信販売業、不動産賃貸業・駐車場業及びリース業、建装工事請負業及び家具

製造販売業、クレジット業等 

  

(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

  
百貨店業 
(百万円) 

スーパーマ
ーケット業
(百万円) 

卸売業
(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) 

売上高               

(1) 外部顧客に 
対する売上高  185,769  28,425  11,382  14,081  239,658  －  239,658

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高  471  1,063  2,165  9,844  13,544 ( ) 13,544  －

計  186,240  29,488  13,547  23,926  253,203 ( ) 13,544  239,658

営業利益  2,935  170  387  1,185  4,680 ( ) 398  4,282

  
百貨店業 
(百万円) 

スーパーマ
ーケット業
(百万円) 

卸売業
(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) 

売上高               

(1) 外部顧客に 
対する売上高  361,592  57,597  22,586  24,835  466,612  －  466,612

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高  1,782  1,977  3,065  19,280  26,105 ( ) 26,105  －

計  363,375  59,574  25,652  44,115  492,718 ( ) 26,105  466,612

営業利益  5,717  470  783  1,911  8,884 ( ) 1,528  7,356
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前第２四半期連結会計期間(自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日)及び前第２四半期連

結累計期間(自  平成22年３月１日  至  平成22年８月31日) 

全セグメント売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略いたし

ました。 

  

前第２四半期連結会計期間(自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日)及び前第２四半期連

結累計期間(自  平成22年３月１日  至  平成22年８月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略いたしました。 

   

  

（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  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あります。 

  当社グループでは持株会社体制の下、百貨店事業を中心に事業活動を展開しており、「百貨

店業」、「スーパーマーケット業」、「卸売業」、「その他事業」を報告セグメントとしてお

ります。 

  「百貨店業」は衣料品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売を行っております。「スーパーマ

ーケット業」は食料品、衣料雑貨、家庭用品等の販売を行っております。「卸売業」は食品、

化成品・資材等の卸売を行っております。「その他事業」は通信販売業、不動産賃貸業・駐車

場業及びリース業、建装工事請負業及び家具製造販売業、クレジット業等を行っております。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】
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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23年３月１日  至  平成23年８月31日） 

（注）１  セグメント利益の調整額△92百万円には、セグメント間取引消去936百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,029百万円が含まれております。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23年６月１日  至  平成23年８月31日） 

（注）１  セグメント利益の調整額114百万円には、セグメント間取引消去594百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△480百万円が含まれております。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 

  該当事項はありません。 

  

     （単位：百万円）

  百貨店業 
スーパーマ
ーケット業

卸売業
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               

(1）外部顧客への売上高  353,830  55,898  19,280  26,432  455,440  －  455,440

(2）セグメント間の内部 
売上高又は振替高  727  1,680  3,300  18,374  24,083 ( )24,083  －

計  354,557  57,579  22,581  44,806  479,524 ( )24,083  455,440

セグメント利益  4,335  517  384  2,098  7,336 ( )92  7,243

     （単位：百万円）

  百貨店業 
スーパーマ
ーケット業

卸売業
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               

(1）外部顧客への売上高  184,799  27,517  9,680  13,280  235,278  －  235,278

(2）セグメント間の内部 
売上高又は振替高  388  874  2,180  8,857  12,301 ( )12,301  －

計  185,188  28,391  11,861  22,138  247,579 ( )12,301  235,278

セグメント利益  3,523  65  131  1,022  4,742  114  4,857
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１  １株当たり純資産額 

  
（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎 

  

２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

  
（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

  

(１株当たり情報)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成23年８月31日) 

前連結会計年度末 
(平成23年２月28日) 

円 600.52 円 601.62

項目 
当第２四半期
連結会計期間末 

(平成23年８月31日) 

前連結会計年度末
(平成23年２月28日) 

純資産の部の合計額(百万円)  326,780  327,242

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)  9,329  9,209

（うち新株予約権） ( ) 99 ( ) 115

（うち少数株主持分） ( ) 9,229 ( ) 9,093

普通株式に係る四半期連結会計期間末（連結会計
年度末）の純資産額(百万円)  317,451  318,033

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期連
結会計期間末（連結会計年度末）の普通株式の数
（千株） 

 528,623  528,627

前第２四半期連結累計期間 
(自  平成22年３月１日 
至  平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自  平成23年３月１日 
至  平成23年８月31日) 

１株当たり四半期純利益金額 円6.94

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円6.94

１株当たり四半期純利益金額 円4.32

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円4.32

項目 
前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年３月１日 
至  平成22年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年３月１日 
至  平成23年８月31日) 

１株当たり四半期純利益金額 

四半期純利益(百万円)  3,671  2,282

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)  3,671  2,282

普通株式の期中平均株式数(千株)  528,688  528,626

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

四半期純利益調整額(百万円)  －  －

普通株式増加数(千株)  89  34

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まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要 

 －  －
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（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

  

  

   該当事項はありません。 

  

  

平成23年10月11日開催の取締役会において、平成23年８月31日の 終の株主名簿に記録された株主

に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

決議年月日        平成23年10月11日 

配当金の総額           1,850百万円 

１株当たり配当額            3.50円 

  

前第２四半期連結会計期間 
(自  平成22年６月１日 
至  平成22年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自  平成23年６月１日 
至  平成23年８月31日) 

１株当たり四半期純利益金額 円3.39

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円3.39

１株当たり四半期純利益金額 円5.97

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円5.97

項目 
前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年６月１日 
至  平成22年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間
(自  平成23年６月１日 
至  平成23年８月31日) 

１株当たり四半期純利益金額 

四半期純利益(百万円)  1,794  3,153

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)  1,794  3,153

普通株式の期中平均株式数(千株)  528,705  528,628

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 

四半期純利益調整額(百万円)  －  －

普通株式増加数(千株)  59  25

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まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要 

 －  －

(重要な後発事象)

２【その他】

－38－



  

該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

－39－



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成22年10月14日

Ｊ．フロント リテイリング株式会社 

取締役会  御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 西  原  健  二  ㊞ 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 安  田      豊  ㊞ 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 佐々木  健  次  ㊞ 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 小  林  幸  宏  ㊞ 

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Ｊ．フロント リテイリング株式会社の平成22年３月１日から平成23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(平成22年６月１日から平成22年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間

(平成22年３月１日から平成22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、Ｊ．フロント リテイリング株式

会社及び連結子会社の平成22年８月31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。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成23年10月13日

Ｊ．フロント リテイリング株式会社 

取締役会  御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 安    田          豊    ㊞ 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 佐 々 木     健   次    ㊞ 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 松    岡     和   雄    ㊞ 

  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 押    谷     崇   雄    ㊞ 

  

以  上 

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Ｊ．フロント リテイリング株式会社の平成23年３月１日から平成24年２月29日までの連結会計年度

の第２四半期連結会計期間(平成23年６月１日から平成23年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間

(平成23年３月１日から平成23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、Ｊ．フロント リテイリング株式

会社及び連結子会社の平成23年８月31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。  

  

追記情報 

「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」に記載されているとおり、会社

は第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」及び「資産除去債務に関する会計

基準の適用指針」を適用している。 

  

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。  

  
（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。 



  

  

【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成23年10月13日 

【会社名】 Ｊ．フロント リテイリング株式会社 

【英訳名】 Ｊ.ＦＲＯＮＴ ＲＥＴＡＩＬＩＮＧ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼 高経営責任者    奥  田    務 

【 高財務責任者の役職氏名】 － 

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座六丁目10番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

株式会社名古屋証券取引所 

（名古屋市中区栄三丁目８番20号） 



当社代表取締役会長兼 高経営責任者奥田務は、当社の第５期第２四半期（自  平成23年６月１

日  至  平成23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。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】




