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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31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3月期 1,291,617 △9.5 4,177 △78.7 19,730 △43.7 △63,521 ―

21年3月期 1,426,684 ― 19,582 ― 35,052 ― 4,683 ―

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3月期 △162.51 ― △14.3 1.5 0.3
21年3月期 12.08 12.07 1.0 2.6 1.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  3,389百万円 21年3月期  4,368百万円

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3月期 1,238,006 425,120 33.4 1,049.09
21年3月期 1,351,633 489,740 35.2 1,225.85

（参考） 自己資本   22年3月期  413,861百万円 21年3月期  475,369百万円

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3月期 △3,604 47,443 △41,688 37,366
21年3月期 18,162 △27,429 7,116 34,749

2.  配当の状況 

（注） 21年3月期期末配当の内訳は普通配当 10円 特別配当 ４円となっております。 

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3月期 ― ― ― 14.00 14.00 5,429 115.9 1.1
22年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 3,945 ― 0.9

23年3月期 
（予想）

― ― ― 10.00 10.00 39.4

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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

580,000 △6.0 △6,500 ― 1,000 △85.4 △6,000 ― △15.21

通期 1,250,000 △3.2 4,500 7.7 20,000 1.4 10,000 ― 25.35
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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  
（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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） 

（注）詳細は、23ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 394,584,474株 21年3月期 387,859,022株

② 期末自己株式数 22年3月期  89,621株 21年3月期  69,981株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 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3月期 12,072 0.1 6,577 △23.8 6,584 △22.5 6,209 △20.0

21年3月期 12,058 ― 8,628 ― 8,491 ― 7,759 ―

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3月期 15.89 15.88
21年3月期 20.01 20.00

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3月期 458,309 457,389 99.6 1,156.96
21年3月期 451,467 450,534 99.6 1,159.82

（参考） 自己資本 22年3月期  456,448百万円 21年3月期  449,801百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
業績予想の前提となる仮定等については、３ページ「１ 経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当連結会計年度(平成21年４月１日～平成22年３月31日)におけるわが国経済を取り巻く環境は、景況感の底

打ちを示す指標も出ておりますが、デフレの進行に加え、雇用や個人消費の状況は停滞し、回復実感には時間

を要するものと思われます。 

百貨店業界におきましては、同業・他業態との競争激化に加え、消費者の低価格・節約志向の高まりの影響

で、売上高が平成20年３月より25ヶ月連続で前年割れとなりました。また、店舗の営業終了も続き、業界売上

は縮小の一途を辿っております。 

このような状況の下、当社グループは「常に上質であたらしいライフスタイルを創造し、お客さまの生活の

中のさまざまなシーンでお役に立つことを通じて、お客さま一人ひとりにとっての生涯にわたるマイデパート

メントストアとなり、高収益で成長し続ける世界随一の小売サービス業グループ」の実現に向け、三越伊勢丹

グループ３ヶ年計画(平成22年度～24年度)を策定しました。さらに計画の内容を緊急度の高い戦略骨子(Ⅰ顧

客接点の再強化とお取組先との関係の見直し、Ⅱグループ基盤整備と構造改革の推進、Ⅲ成長事業の育成)に

まとめました。 

以上の取り組みにより、当連結会計年度の連結業績は、売上高が1,291,617百万円（前連結会計年度比9.5％

減）、営業利益は4,177百万円（前連結会計年度比78.7％減）、経常利益は19,730百万円（前連結会計年度比

43.7％減）、当期純損失は63,521百万円（前連結会計年度は当期純利益4,683百万円）となりました。 

 

＜百貨店業＞ 

中核の百貨店業におきましては、大きな環境変化を受け、グループ基盤整備と構造改革を推進いたしました。 

まず店舗政策の一環として、三越池袋店、三越鹿児島店は昨年５月６日に営業終了しました。三越池袋店に

ついては、本年１月に固定資産譲渡をしております。伊勢丹吉祥寺店は本年３月14日に、三越小型店11店舗は

本年３月27日までに営業終了しております。さらに、本年８月下旬に、専門館事業で運営している札幌アルタ

が営業を終了する予定です。 

また、株式会社三越(以下三越)はセカンドライフ特別支援制度を、ならびに株式会社伊勢丹(以下伊勢丹)は

ネクストキャリア制度を、それぞれ従来の制度を拡充して実施いたしました。 

グループ百貨店においては、昨年10月に、株式会社静岡伊勢丹、株式会社新潟伊勢丹（以下新潟伊勢丹）、

株式会社岩田屋(以下岩田屋)については、その株式を伊勢丹から当社に移管し、直接子会社といたしました。

昨年１月に民事再生手続の開始決定を受けた株式会社丸井今井につきましては、当社が新たに設立した株式会

社札幌丸井今井(以下札幌丸井今井)と株式会社函館丸井今井が、昨年７月31日付で、株式会社丸井今井の札幌

事業と函館事業をそれぞれ譲り受け、昨年８月１日より営業を開始いたしました。三越地方店舗については、

地元に密着した最適な営業施策を迅速に推進できる体制を整えるため、本年４月１日付で、地域における独立

会社として分社化いたしました。 

グループ内で重複する店舗を有する新潟、福岡、札幌の各エリアについては、以下のとおり整備を進めてお

ります。新潟においては、本年４月１日に、新潟伊勢丹が三越新潟店の事業を継承するとともに、商号を株式

会社新潟三越伊勢丹と改めました。福岡においては、本年10月１日に岩田屋と株式会社福岡三越を統合する予

定です。札幌においては、札幌丸井今井と株式会社札幌三越の統合の時期を現在検討しております。 

海外の百貨店業については、成長が期待できる中国･東南アジア地域において百貨店事業を拡大することで、

グループ全体に貢献する収益基盤の構築を目指しております。中国においては、世界不況の影響のもとでも依

然として成長が続き、国全体の成長維持に向けた政策等の効果もあり、本年３月にリモデルの終了した上海梅

龍鎮を除く既存店ベースでは大きく売上を伸ばしました。しかしながら、東南アジア地域では、消費回復の動

きは鈍く、売上高は全体として前年を下回る水準で推移いたしました。  

なお、本年末にはシンガポールに６店舗目となるセラングーン店を、来年春までには中国に５店舗目となる

天津２号店をそれぞれ出店の予定です。 
以上のような取組を行ってまいりましたが、厳しい経済状況の下、全体の底上げまでには至らず、減収減益

となりました 

なお、タイのバンコク伊勢丹は、タイ・バンコク中心部におけるデモ隊と当局等の動きが一層の混迷を示す

中、本年４月３日より休業しております。 
この結果、売上高は1,201,280百万円（前連結会計年度比9.2％減）、営業利益は7,190百万円（前連結会計年

度比62.4％減）となりました。 
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＜クレジット・金融業＞ 

クレジット・金融業は、主な収益源となる百貨店業の苦戦の影響で減収減益となりました。なお、昨年４月

に当社の直接子会社となった株式会社伊勢丹アイカードは、昨年９月１日付で商号を株式会社エムアイカード

(以下エムアイカード)  に変更し、本年４月より新三越カードを発行を開始しました。また、本年４月１日に

株式会社三越保険サービスを吸収合併しております。 

この結果、売上高は14,206百万円（前連結会計年度比7.0％減）、営業損失は1,228百万円（前連結会計年度

は営業利益1,182百万円）となりました。 

 

＜小売・専門店業＞ 

小売・専門店業におきましては、スーパーマーケット業の株式会社クイーンズ伊勢丹（以下クイーンズ伊勢

丹）が、三越恵比寿店の食品フロアに出店するなど、グループ内の相乗効果の創出にむけた取組みを開始して

おりますが、個人消費の低迷の影響を受け、減収となりました。なお、クイーンズ伊勢丹東陽町店が昨年８月

31日、北与野店が本年１月17日をもって閉店しております。 

この結果、売上高は58,997百万円（前連結会計年度比7.6％減）、営業損失は232百万円（前連結会計年度は

営業損失503百万円）となりました。 

 

＜友の会事業＞ 

友の会事業におきましては、株式会社三越友の会(以下三越友の会)と株式会社イセタンクローバーサークル

(以下イセタンクローバーサークル)などが、百貨店店舗内において友の会の運営を行い、顧客満足の向上に取

組みました。なお、三越友の会とイセタンクローバーサークルは、本年４月１日にエムアイカードの傘下とな

った後、統合して株式会社エムアイ友の会となり、友の会のお買物カードやお買物券の相互利用を開始してお

ります。 

この結果、売上高は4,675百万円（前連結会計年度比6.2％減）、営業損失は2,400百万円（前連結会計年度

は営業損失2,758百万円）となりました。 

 

＜その他事業＞ 

その他事業におきましては、昨年４月に設立した、物流会社の株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート、人

材サービス会社の株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズを始めとする、営業支援機能を担うグル

ープ会社が統合効果を早期に創出すべく、生産性の高い業務基盤の構築に取り組みました。また、本年４月

に、ビル管理会社の株式会社伊勢丹ビルマネジメントサービスの株式を、伊勢丹から当社に移管し、株式会社

三越伊勢丹ビルマネジメントを設立しております。 

なお、本年１月に、三越の100％子会社であった株式会社三越環境ビル管理の発行済株式の66.6％、および

名古屋ビルサービス株式会社の発行済み全株式をアイング株式会社に譲渡しております。 

この結果、売上高は122,482百万円（前連結会計年度比14.4％減）、営業利益は1,173百万円（前連結会計年

度比50.1％減）となりました。 

 

② 次期の見通し 

小売業界においては、雇用、所得環境に大きな改善が期待できないなか、今後も消費マインドは低迷し、依

然先行きの不確かな状況が続くと思われます。その環境下において、売上高は減収を見込みますが、利益面で

は増益を確保してまいります。 

次期（平成23年３月期）の業績見通しにつきましては、連結売上高1,250,000百万円（前連結会計年度比

3.2％減）、連結営業利益4,500百万円（前連結会計年度比7.7％増）、連結経常利益は20,000百万円（前連結

会計年度比1.4％増）、連結当期純利益10,000百万円（前連結会計年度は当期純損失63,521百万円）を見込ん

でおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

（資産） 

当連結会計年度における総資産は1,238,006百万円（前連結会計年度比8.4％減）となりました。うち流動資

産は225,252百万円（前連結会計年度比13.6％減）、固定資産は1,012,753百万円（前連結会計年度比7.2％

減）であります。 

流動資産の主な内容といたしましては、現金及び預金37,682百万円、受取手形及び売掛金97,314百万円、商

品55,501百万円であります。 

固定資産の主な内容といたしましては、有形固定資産743,910百万円、無形固定資産48,104百万円、投資そ

の他の資産220,738百万円であります。 
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（負債） 

当連結会計年度における負債は812,885百万円（前連結会計年度比5.7％減）となりました。うち流動負債は

439,026百万円（前連結会計年度比12.4％減）、固定負債は373,858百万円（前連結会計年度比3.6％増）であ

ります。 

流動負債の主な内容といたしましては、支払手形及び買掛金94,940百万円、短期借入金85,683百万円であり

ます。 

固定負債の主な内容といたしましては、長期借入金71,600百万円、繰延税金負債194,106百万円、退職給付

引当金46,672百万円、負ののれん39,703百万円であります。 

（純資産） 

当連結会計年度における純資産は425,120百万円（前連結会計年度比13.2％減）となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ2,616百万円増加し、37,366百万

円となりました。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,604百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ21,767百万円の

減少となりました。これは主に、売上債権の減少5,633百万円、たな卸資産の減少10,558百万円による収入が

あった一方、特別退職金の支払額19,644百万円があったこと等によるものです。 

② 投資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・フローは、47,443百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ74,873百万円の

増加となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入68,368百万円があった一方、事業の譲受によ

る支出13,125百万円があったこと等によるものです。 

③ 財務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・フローは、41,688百万円の支出となり、前連結会計年度と比べ48,804百万円の

減少となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入65,000百万円があった一方、短期借入金の返済

による支出27,015百万円、長期借入金の返済による支出83,560百万円があったこと等によるものです。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 
平成21年３月

期 

平成22年３月

期 
  

自己資本比率（％） 35.2 33.4  

時価ベースの自己資本比率（％） 21.7 32.0  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 12.8 －  

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 5.7 －  

自己資本比率            ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率      ： 株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ： キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ています。 

 

(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、企業価値の長期的な向上を図りつつ安定的な配当水準を維持することを基本スタンスとしながら、経

営環境、業績、財務の健全性等を総合的に勘案し、株主の皆様への利益還元を図ってまいります。 

この方針の下、当期の１株当たり年間配当金につきましては、10円とさせていただきます。 

次期におきましても引き続き厳しい経営環境が続くことが予想されますが、年間配当につきましては１株当た

り10円の配当を実施すべく努力してまいる所存であります。 

なお、内部留保金につきましては、当面、主要店舗等への設備投資と有利子負債削減に充当し、企業価値の向

上を図りたく存じます。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社及び関係会社（連結子会社40社、持分法適用関連会社12社（平成22年３月31日現在））に

より構成され、百貨店業、クレジット・金融業、小売・専門店業、友の会事業及びその他事業の５事業を行ってお

ります。各事業における当社及び関係会社の位置付け等は次のとおりであります。 

 

[百貨店業] 

当事業においては、婦人服、紳士服、子供服、身廻品、雑貨、家庭用品、食料品等を販売しております。当事業

は当社グループの核となる分野と位置付けております。 

（関係会社） 

（株）三越、（株）伊勢丹、（株）静岡伊勢丹、（株）新潟伊勢丹、（株）岩田屋、(株)札幌丸井今井、(株)函

館丸井今井、上海梅龍鎮伊勢丹百貨有限公司（中華人民共和国）、天津伊勢丹有限公司（中華人民共和国）、成都

伊勢丹百貨有限公司（中華人民共和国）、瀋陽伊勢丹百貨有限公司（中華人民共和国）、イセタン（シンガポー

ル）Ltd.、イセタン（タイランド）Co.,Ltd.、イセタンオブジャパンSdn.Bhd.（マレーシア）、米国三越INC.、

（株）プランタン銀座、（株）うすい百貨店、（株）ジェイアール西日本伊勢丹、（株）浜屋百貨店、新光三越百

貨股份有限公司 

なお、タイにおいてイセタン（タイランド）Co.,Ltd.の株式を保有するアイティーエムクローバーCo.,Ltd.は、

事業の種類別セグメント情報においては百貨店業に含めております。 

 

[クレジット･金融業] 

当事業においては、クレジット事業及びファイナンス事業を営んでおります。 

（関係会社） 

（株）エムアイカード、（株）三越保険サービス、（株）エージーカード 

 

[小売･専門店業]  

当事業においては、婦人服、雑貨等の販売、スーパーマーケット業及びレストラン業を営んでおります。 

（関係会社）  

（株）マミーナ、（株）クイーンズ伊勢丹、アールアンドアイダイニング（株）、セントレスタ（株） 

 

[友の会事業]  

当事業においては、百貨店の友の会運営を行っております。 

（関係会社）  

（株）三越友の会、（株）イセタンクローバーサークル、岩田屋友の会（株） 

 

[その他事業] 

当事業においては、総合人材サービス業、情報処理サービス業、不動産業、旅行業等を行なっております。 

（関係会社） 

（株）二幸、（株）レオテックス、レオドール商事（株）、（株）レオマート、（株）センチュリートレーディ

ングカンパニー、イセタン（イタリア）S.r.l.、レキシム（シンガポール）Pte.Ltd.、（株）三越伊勢丹ビジネ

ス・サポート、（株）三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ、（株）三越伊勢丹システム・ソリューションズ、

（株）三越情報サービス、（株）三越不動産、（株）三越環境デザイン、（株）伊勢丹会館、（株）伊勢丹ビルマ

ネジメントサービス、（株）スタジオアルタ、（株）伊勢丹スイング、（株）伊勢丹研究所、（株）三越環境ビル

管理、新宿サブナード（株）、（株）ＪＴＢ伊勢丹トラベル 
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［事業系統図］ 

当社グループの状況を事業系統図によって示すと、次のとおりであります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注1） ㈱三越は、平成22年４月１日付で札幌、仙台、名古屋、広島、高松、松山、福岡、新潟の各地域における百
貨店運営事業を、㈱札幌三越、㈱仙台三越、㈱名古屋三越、㈱広島三越、㈱高松三越、㈱松山三越、 ㈱福
岡三越、及び新潟については㈱新潟伊勢丹に承継しております。なお、㈱新潟伊勢丹は、名称を㈱新潟三越
伊勢丹に変更しております。 

（注2） ㈱岩田屋は、平成21年10月15日付で当社の完全子会社となっております。なお、㈱岩田屋と㈱福岡三越は、
平成22年10月１日付で統合する予定です。 

（注3） ㈱札幌丸井今井及び㈱函館丸井今井は、平成21年５月29日に設立し、平成21年８月１日より営業を開始して
おります。 

（注4） 平成22年４月１日付で、㈱エムアイカードを存続会社として㈱三越保険サービスと合併しております。 
（注5） 平成22年４月１日付で、㈱三越友の会を存続会社として㈱イセタンクローバーサークルと合併し、名称を㈱

エムアイ友の会に変更しております。 
（注6） ㈱三越環境ビル管理は、㈱三越が保有株式の一部を売却したことにより関連会社となったため、当連結会計

年度中に連結の範囲から除外し持分法適用会社としております。また、名古屋ビルサービス㈱は㈱三越が保
有株式の全部を売却したことにより連結の範囲から除外しました。 

（注7） 平成22年４月１日付で、㈱伊勢丹ビルマネジメントサービスは、㈱三越伊勢丹ビルマネジメントに名称変更
しております。 

（注8） 平成22年１月１日付で、セントレスタ㈱を存続会社として、アールアンドアイダイニング㈱と合併しており
ます。 

 

㈱エムアイカード（注4） 製造・輸出入等・卸売業

㈱三越保険サービス（注4） 百貨店業（国内） ㈱二幸

※ ㈱エージーカード ㈱三越（注1） ㈱レオテックス

㈱伊勢丹 商品の供給 レオドール商事㈱

㈱静岡伊勢丹 ㈱レオマート

㈱新潟伊勢丹（注1） ㈱センチュリートレーディングカンパニー

㈱岩田屋（注2） イセタン(イタリア)S.r.l.

㈱札幌丸井今井（注3） レキシム(シンガポール)Pte.Ltd

小売・専門店業 ㈱函館丸井今井（注3） 物流業務委託

㈱マミーナ 商品供給 ※ ㈱プランタン銀座 物流業

㈱クイーンズ伊勢丹 ※ ㈱うすい百貨店 教育・採用 ㈱三越伊勢丹ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｻﾎﾟｰﾄ

店舗内食堂 ※ ㈱ジェイアール西日本伊勢丹 業務委託

レストラン業 業務委託 ※ ㈱浜屋百貨店 総合人材サービス業

※ アールアンドアイダイニング㈱（注8） ㈱三越伊勢丹ﾋｭｰﾏﾝ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

※ セントレスタ㈱（注8）

情報処理サービス業

㈱三越伊勢丹ｼｽﾃﾑ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

㈱三越情報サービス

百貨店業（海外）

天津伊勢丹有限公司（中国） 不動産管理業

㈱三越友の会（注5） 上海梅龍鎮伊勢丹 ㈱三越不動産

㈱イセタンクローバーサークル（注5） 　　　　　　　　百貨有限公司（中国） ㈱三越環境デザイン

岩田屋友の会㈱ 成都伊勢丹百貨有限公司（中国） ㈱伊勢丹会館

瀋陽伊勢丹百貨有限公司（中国） ㈱伊勢丹ビルマネジメントサービス（注7）

イセタン(シンガポール)Ltd. ※ ㈱三越環境ビル管理（注6）

イセタン(タイランド)Co.,Ltd ※ 新宿サブナード㈱

イセタン オブ ジャパン
　　　　　　　　　Sdn.Bhd（マレーシア） スポーツ施設運営

調査・研究受託業 米国三越 ＩＮＣ． ㈱伊勢丹スイング

㈱伊勢丹研究所 ※ 新光三越百貨股份有限公司（台湾）

※ アイティーエム クローバーCo.,Ltd. 旅行業

映像制作 ※ ㈱JTB伊勢丹トラベル

㈱スタジオアルタ

※ 持分法適用関連会社

㈱三越伊勢丹ホールディングス
（純粋持株会社）

百貨店業

その他事業クレジット・金融業

その他事業

金融
サービス
の提供

小売・専門店業

友の会事業
友の会運営
業務委託

マーケティング
業務委託

情報処理
業務委託

各種
サービス
の提供
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、三越・伊勢丹両社が長年培ってきた能力・資産を結集することで、「常に上質であたらしい

ライフスタイルを創造し、お客さまの生活の中のさまざまなシーンでお役に立つことを通じて、お客さま一人ひ

とりにとっての生涯にわたるマイデパートメントストアとなり、高収益で成長し続ける世界随一の小売サービス

業グループ」となることを目指しております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

①お客さまのご満足の最大化実現と成長事業育成のための再投資原資となる、営業利益の向上。 

②財務基盤改善のための有利子負債の削減。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

グループ中期経営計画「三越伊勢丹グループ３ヶ年計画（平成22年度－24年度）」では、以下の３つの戦略骨

子を掲げております。 

【戦略骨子Ⅰ】顧客接点の再強化とお取組先との関係の見直し（百貨店ビジネスモデル改革） 

百貨店の最大の役割である、「お客さまのご要望に応じて商品・サービスを適時適品で提案し、新たな需要

を創造すること」の実現は、旧来のやり方では難しくなっています。この状況を打破するため、サプライチェ

ーン全体の流れを見直し、①顧客接点における本来の役割を徹底して果たすことで、変化するお客さまの価値

観・ご要望を迅速かつ的確に把握し、適時適品を実現すること、②お買場主導権の確保を手始めに、お取組先

との関係を見直し、部分的には川上まで遡って取引構造を改革することで、徹底して無駄をなくし、商品価値

の向上や機会ロスの削減、新しい商品やサービスの創造を行うこと、③①、②を支える仕組みを構築すること

の３点に取組んでまいります。 

【戦略骨子Ⅱ】グループ基盤整備と構造改革の推進 

喫緊の課題として、急速に低下している企業体力を建直すため、「首都圏事業会社統合」「地域事業会社化、

併存エリア一体運営」「関連会社・周辺事業の見直し」などを確実かつ迅速に進め、当初目指していた以上の

統合効果を創出し、早期の収益回復を図ってまいります。 

【戦略骨子Ⅲ】成長事業の育成 

従来型の百貨店市場が縮小する中で、グループとして、安定した収益を生み出し、存続していくためには、

国内百貨店事業だけではなく、高収益で成長可能性のある事業を育成していくことが必要となります。 

現時点で一定のノウハウ蓄積があり、かつ、早期に成果を刈り取ることができる可能性が高い、①アジア百

貨店事業、②カード事業、③ソリューションビジネスに焦点を絞り、重点的に要員を投入しながら強化を進め

てまいります。 

 
(4) 会社の対処すべき課題 

当社グループでは、百貨店として生き残るために、上記の戦略骨子に基づき銀座店増床、カード・システムへ

の戦略投資を行うと同時に、不採算店舗の営業終了、セカンドライフ特別支援制度等の実施により、経営資源の

再配分を進めております。今後も急激な環境変化に対応し、百貨店業界が縮小していく中で、『お客さまのご要

望に応じられていない』という根本課題とまっすぐに向き合い、統合効果を創出しながら更に迅速に各戦略を強

力に推進し、百貨店としての価値の向上を目指してまいります。 
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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３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※２  41,102 37,682

受取手形及び売掛金 ※４  104,001 ※４  97,314

有価証券 566 567

商品 63,838 55,501

製品 1,102 911

仕掛品 101 80

原材料及び貯蔵品 1,362 1,161

繰延税金資産 23,654 10,101

その他 27,734 24,873

貸倒引当金 ※４  △2,606 ※４  △2,941

流動資産合計 260,856 225,252

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 466,064 444,123

減価償却累計額 △273,686 △271,514

建物及び構築物（純額） 192,378 172,609

土地 567,144 537,609

建設仮勘定 7,027 16,128

その他 62,270 64,116

減価償却累計額 △44,008 △46,552

その他（純額） 18,261 17,564

有形固定資産合計 784,811 743,910

無形固定資産   

ソフトウエア 12,425 12,493

その他 62,217 35,611

無形固定資産合計 74,642 48,104

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１  95,189 ※１, ※２  94,798

長期貸付金 12,727 12,932

差入保証金 89,290 84,203

繰延税金資産 7,915 5,607

その他 28,237 25,251

貸倒引当金 △2,038 △2,055

投資その他の資産合計 231,322 220,738

固定資産合計 1,090,776 1,012,753

資産合計 1,351,633 1,238,006
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 99,004 94,940

短期借入金 ※４  165,742 ※２, ※４  85,683

コマーシャル・ペーパー 30,000 40,000

未払法人税等 3,441 5,529

商品券 88,145 84,249

繰延税金負債 12 0

賞与引当金 4,976 8,245

ポイント引当金 1,858 2,955

商品券回収損引当金 19,228 20,710

その他 ※２  88,580 96,711

流動負債合計 500,990 439,026

固定負債   

長期借入金 37,100 71,600

繰延税金負債 194,393 194,106

退職給付引当金 63,561 46,672

負ののれん 52,937 39,703

その他 12,909 21,776

固定負債合計 360,902 373,858

負債合計 861,892 812,885

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,006 50,024

資本剰余金 319,118 324,984

利益剰余金 118,424 49,473

自己株式 △64 △81

株主資本合計 487,484 424,399

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,016 125

繰延ヘッジ損益 △15 16

為替換算調整勘定 △9,083 △10,680

評価・換算差額等合計 △12,115 △10,538

新株予約権 733 941

少数株主持分 13,637 10,317

純資産合計 489,740 425,120

負債純資産合計 1,351,633 1,238,006
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,426,684 1,291,617

売上原価 1,029,238 930,931

売上総利益 397,446 360,685

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 36,047 30,754

ポイント引当金繰入額 1,573 2,375

給料手当及び賞与 116,107 111,605

退職給付費用 7,539 7,821

貸倒引当金繰入額 801 1,258

減価償却費 24,253 22,411

地代家賃 48,507 46,895

業務委託費 38,566 34,815

その他 104,467 98,569

販売費及び一般管理費合計 377,863 356,508

営業利益 19,582 4,177

営業外収益   

受取利息 868 831

受取配当金 1,088 826

持分法による投資利益 4,368 3,389

未回収商品券受入益 10,803 6,759

負ののれん償却額 13,235 13,275

その他 4,854 4,794

営業外収益合計 35,219 29,877

営業外費用   

支払利息 3,016 2,128

固定資産除却損 1,846 950

商品券回収損引当金繰入額 9,487 6,316

その他 5,398 4,930

営業外費用合計 19,749 14,324

経常利益 35,052 19,730

特別利益   

固定資産売却益 ※１  1,056 ※１  16,751

投資有価証券売却益 273 936

関係会社株式売却益 － ※２  202

特別利益合計 1,330 17,889
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

たな卸資産評価損 1,494 －

固定資産処分損 ※３  570 ※３  3,685

減損損失 ※４  4,982 ※４  27,141

投資有価証券評価損 8,078 1,443

投資有価証券売却損 － 186

関係会社株式売却損 － ※５  519

関係会社整理損 ※６  1,278 ※６  431

構造改革損失 ※４, ※７  8,492 ※７  42,515

その他 － 1,421

特別損失合計 24,897 77,344

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

11,484 △39,723

法人税、住民税及び事業税 7,232 7,071

法人税等調整額 △1,297 16,040

法人税等合計 5,934 23,112

少数株主利益 867 685

当期純利益又は当期純損失（△） 4,683 △63,521
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 36,763 50,006

当期変動額   

新株の発行 6 18

株式移転による増加 13,236 －

当期変動額合計 13,242 18

当期末残高 50,006 50,024

資本剰余金   

前期末残高 43,343 319,118

当期変動額   

新株の発行 6 18

株式移転による増加 275,766 －

株式交換による増加 － 5,847

自己株式の処分 2 △0

当期変動額合計 275,774 5,865

当期末残高 319,118 324,984

利益剰余金   

前期末残高 115,776 118,424

当期変動額   

剰余金の配当 △1,983 △5,429

当期純利益又は当期純損失（△） 4,683 △63,521

連結範囲の変動 △52 －

当期変動額合計 2,647 △68,951

当期末残高 118,424 49,473

自己株式   

前期末残高 △1 △64

当期変動額   

株式移転による増加 △29 －

自己株式の取得 △65 △20

自己株式の処分 31 3

当期変動額合計 △62 △17

当期末残高 △64 △81

株主資本合計   

前期末残高 195,881 487,484

当期変動額   

新株の発行 12 36

剰余金の配当 △1,983 △5,429

株式移転による増加 288,974 －

株式交換による増加 － 5,847

当期純利益又は当期純損失（△） 4,683 △63,521

自己株式の取得 △65 △20

自己株式の処分 34 3

連結範囲の変動 △52 －

当期変動額合計 291,602 △63,084

当期末残高 487,484 424,399
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 6,788 △3,016

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,804 3,141

当期変動額合計 △9,804 3,141

当期末残高 △3,016 125

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △2 △15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12 31

当期変動額合計 △12 31

当期末残高 △15 16

為替換算調整勘定   

前期末残高 975 △9,083

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,059 △1,596

当期変動額合計 △10,059 △1,596

当期末残高 △9,083 △10,680

評価・換算差額等合計   

前期末残高 7,761 △12,115

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19,876 1,576

当期変動額合計 △19,876 1,576

当期末残高 △12,115 △10,538

新株予約権   

前期末残高 648 733

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 85 208

当期変動額合計 85 208

当期末残高 733 941

少数株主持分   

前期末残高 14,424 13,637

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △786 △3,320

当期変動額合計 △786 △3,320

当期末残高 13,637 10,317
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 218,716 489,740

当期変動額   

新株の発行 12 36

剰余金の配当 △1,983 △5,429

株式移転による増加 288,974 －

株式交換による増加 － 5,847

当期純利益又は当期純損失（△） 4,683 △63,521

自己株式の取得 △65 △20

自己株式の処分 34 3

連結範囲の変動 △52 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,577 △1,535

当期変動額合計 271,024 △64,620

当期末残高 489,740 425,120
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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（△）

11,484 △39,723

減価償却費 25,017 25,316

減損損失 4,982 27,141

負ののれん償却額 △13,235 △13,275

貸倒引当金の増減額（△は減少） △439 357

退職給付引当金の増減額（△は減少） △972 △15,601

受取利息及び受取配当金 △1,957 △1,658

支払利息 3,016 2,128

持分法による投資損益（△は益） △4,368 △3,389

固定資産売却損益（△は益） △1,055 △16,681

固定資産処分損益（△は益） 570 3,685

投資有価証券売却損益（△は益） △270 △750

投資有価証券評価損益（△は益） 8,078 1,443

関係会社整理損 1,278 431

構造改革損失 8,492 42,515

売上債権の増減額（△は増加） 8,936 5,633

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,984 10,558

仕入債務の増減額（△は減少） △17,349 △3,275

未払費用の増減額（△は減少） △2,971 △681

その他 △7,476 △5,157

小計 26,746 19,016

利息及び配当金の受取額 4,713 3,962

利息の支払額 △3,197 △2,064

法人税等の支払額 △10,099 △4,873

特別退職金の支払額 － △19,644

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,162 △3,604

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 △6,725 △251

定期預金の払戻による収入 1,062 6,222

有形固定資産の取得による支出 △26,762 △21,438

有形及び無形固定資産の売却による収入 5,828 68,368

無形固定資産の取得による支出 △5,129 △5,215

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △10,945 △354

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 4,508 2,907

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ ※２  587

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

※２  △532 －

事業譲受による支出 － ※３  △13,125

敷金及び保証金の回収による収入 11,035 7,227

敷金及び保証金の差入による支出 △938 △1,652

その他 1,169 4,169

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,429 47,443
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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） 39,311 △27,015

長期借入れによる収入 30,000 65,000

長期借入金の返済による支出 △70,973 △83,560

社債の償還による支出 △10,000 －

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 21,000 10,000

配当金の支払額 △2,005 △5,399

自己株式の売却による収入 34 3

自己株式の取得による支出 △65 △20

少数株主への配当金の支払額 △119 △172

その他 △66 △522

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,116 △41,688

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,963 465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,113 2,616

現金及び現金同等物の期首残高 27,208 34,749

株式移転による現金及び現金同等物の増加額 13,244 －

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△589 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  34,749 ※１  37,366
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 42社 
連結子会社名は、「事業系統図」に
記載しているため、省略しておりま
す。 
なお、上海錦江伊勢丹有限公司は解
散の決議が行われ、営業活動が停止
しており、連結財務諸表に重要な影
響を及ぼしていないため、当連結会
計年度より連結の範囲から除外して
おります。また、㈱井筒屋ウィズカ
ードは、㈱伊勢丹アイカードが株式
譲渡に合意し、株式譲渡契約を締結
したため、当連結会計年度より連結
の範囲から除外しております。いず
れも、上記連結子会社の数には含ま
れておりませんが、当連結会計年度
末までの損益計算書については連結
しております。 

(1) 連結子会社の数 40社 
連結子会社名は、「事業系統図」に
記載しているため、省略しておりま
す。 
なお、㈱札幌丸井今井及び㈱函館丸
井今井は、当社が出資を行い新たに
設立したことにより、当連結会計年
度より連結の範囲に含めておりま
す。従来、連結子会社でありました
㈱伊勢丹ビジネスサポートは㈱エ
ム・ロジスティクス・ソリューショ
ンズと、同じく連結子会社でありま
した㈱プロネットは㈱伊勢丹キャリ
アデザインと、平成21年４月１日付
で合併したことに伴い連結の範囲か
ら除外しております。また、連結子
会社でありました名古屋ビルサービ
ス㈱は、㈱三越が保有株式の全部を
売却したことにより連結の範囲から
除外しました。さらに、連結子会社
でありました㈱三越環境ビル管理
は、㈱三越が保有株式の一部を売却
したことにより関連会社となったた
め、当連結会計年度中に連結の範囲
から除外し持分法適用会社としてお
ります。いずれも上記連結子会社数
には含まれておりませんが、除外ま
での損益計算書については連結して
おります。 

 (2) 主要な非連結子会社の名称 
主要な非連結子会社 
フランス三越S.A.S.、英国三越
LTD.、イタリア三越S.p.A.、スペイ
ン三越S.A.、㈱伊勢丹ソレイユ、㈱
アイタス、㈱エージークラブ、㈱九
州コミュニケーションサービス、㈱
愛生、枚方中央ビル㈱ 

(2) 主要な非連結子会社の名称 
主要な非連結子会社 

同左 

 (3) 非連結子会社について連結の範囲か
ら除外した理由 
非連結子会社は、いずれも小規模で
あり、合計の総資産、売上高、当期
純損益(持分に見合う額)及び利益剰
余金(持分に見合う額)等は、いずれ
も連結財務諸表に重要な影響を及ぼ
していないためであります。 

(3) 非連結子会社について連結の範囲か
ら除外した理由 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法を適用した関連会社数 11社
㈱ジェイアール西日本伊勢丹 
㈱浜屋百貨店 
アイティーエムクローバーCo.,Ltd.
㈱エージーカード 
アールアンドアイダイニング㈱  
新宿地下駐車場㈱  
㈱ＪＴＢ伊勢丹トラベル 
㈱プランタン銀座 
㈱うすい百貨店 
セントレスタ㈱ 
新光三越百貨股份有限公司 

(1) 持分法を適用した関連会社数 12社
㈱ジェイアール西日本伊勢丹 
㈱浜屋百貨店 
アイティーエムクローバーCo.,Ltd.
㈱エージーカード 
アールアンドアイダイニング㈱ 
新宿サブナード㈱ 
㈱ＪＴＢ伊勢丹トラベル 
㈱プランタン銀座 
㈱うすい百貨店 
セントレスタ㈱ 
㈱三越環境ビル管理 
新光三越百貨股份有限公司 
なお、アールアンドアイダイニング
㈱は、セントレスタ㈱と平成22年１
月１日付で合併しております。 

 (2) 持分法非適用会社の名称及び持分法
を適用しない理由 
持分法非適用会社(㈱伊勢丹ソレイ
ユ他)は当期純損益(持分に見合う
額)及び利益剰余金(持分に見合う
額)等の連結財務諸表に及ぼす影響
が軽微であり、かつ全体としても重
要性が乏しいため、持分法は適用し
ておりません。 

(2) 持分法非適用会社の名称及び持分法
を適用しない理由 

同左 

 (3) 持分法を適用した会社のうち、事業
年度が親会社の事業年度と異なる会
社の取扱 
持分法を適用した会社のうち、事業
年度が親会社の事業年度と異なる会
社については、当該会社の事業年度
に係る財務諸表を使用しており、連
結決算日との間に生じた重要な取引
については、持分法適用上必要な調
整を行っております。 

(3) 持分法を適用した会社のうち、事業
年度が親会社の事業年度と異なる会
社の取扱 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に
関する事項 

連結子会社のうち、上海梅龍鎮伊勢
丹百貨有限公司、天津伊勢丹有限公
司、成都伊勢丹百貨有限公司、瀋陽
伊勢丹百貨有限公司、イセタン(シ
ンガポール)Ltd.、イセタン(タイラ
ンド)Co.,Ltd.、イセタンオブジャ
パンSdn.Bhd.、米国三越INC.、イセ
タン（イタリア）S.r.l.及びレキシ
ム(シンガポール）Pte.Ltd.の決算
日は12月末日でありますが、連結財
務諸表の作成に当たっては、各社の
決算日現在の財務諸表を使用してお
ります。なお、連結決算日との間に
生じ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。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

４．会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券 
  その他有価証券 
   時価のあるもの 
      連結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
主として移動平均法によ
り算定) 

   時価のないもの 
      主として移動平均法によ

る原価法 
② デリバティブ   時価法 
③ 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) 

  その他 主として先入先出法によ
る原価法(収益性の低下
による簿価切下げの方
法) 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券 
  その他有価証券 
   時価のあるもの 

同左 
 
 
 
 
 
   時価のないもの 

同左 
 
② デリバティブ   同左 
③ たな卸資産 
  商品   同左 
 
 
 
  その他  同左 
 

 (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)
建物及び構築物 
 主として定額法 
その他の有形固定資産 
 主として定率法 

(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)
建物 
 主として定額法 
その他の有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法 
ただし、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年以内)に基づく定額法
により償却しております。 

② 無形固定資産(リース資産を除く)
同左 

 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 
リース期間を耐用年数とし、残存
価額を零とする定額法 
なお、リース取引会計基準の改正
適用初年度開始前の所有権移転外
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によっており
ます。 

③ リース資産 
同左 

 ④ 投資その他の資産「その他」(投
資不動産) 
建物     定額法 
その他    定率法 

④ 投資その他の資産「その他」(投
資不動産) 
建物     同左 
その他    同左 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 
創立費 
支出時に全額費用処理をしており
ます。 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 
創立費 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 (4) 重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 

当連結会計年度末に有する債権の
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
よる計算額を、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。 

(4) 重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 
執行役員、従業員に対して支給す
る賞与の支出に充てるため、支給
見込額に基づき当連結会計年度に
見合う額を計上しております。 

② 賞与引当金 
同左 
 
 
 

(追加情報) 
当社連結子会社㈱三越が、当連結
会計年度に従業員の給与規程を改
定し、基本賞与の支給対象期間を
変更したことに伴い、従来と比較
して、賞与引当金が2,061百万
円、未払費用（賞与に対応する社
会保険料相当額）が261百万円増
加しております。この結果、販売
費及び一般管理費が2,322百万円
増加し、営業利益、経常利益は同
額減少、税金等調整前当期純損失
は同額増加しております。 

 ③ ポイント引当金  
販売促進を目的とするポイントカ
ード制度による将来のお買物券発
行等の費用発生に備えるため、ポ
イント残高に対して、過去のお買
物券発行実績率等に基づき、将来
のお買物券発行見込額等を計上し
ております。 

③ ポイント引当金  
同左 

 ④ 商品券回収損引当金 
商品券等が負債計上中止後に回収
された場合に発生する損失に備え
るため、過去の実績に基づく将来
の回収見込額を計上しておりま
す。 

④ 商品券回収損引当金 
同左 

 ⑤ 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
基づき計上しております。 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
（３～13年）による定額法により
発生時から費用処理しておりま
す。 また、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（８～13年）によ
る定額法により発生年度の翌連結
会計年度から費用処理しておりま
す。 

⑤ 退職給付引当金  
同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 
① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しておりま
す。なお、為替予約が付されてい
る外貨建金銭債権債務等について
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
る場合は特例処理を採用しており
ます。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 
① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 為替予約取引、為替

変動・金利変動リス
クを回避するための
スワップ取引及びオ
プション取引 

ヘッジ対象 外貨建営業債務、借
入金の支払い金利 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 同左 
 
 
 
 
ヘッジ対象 同左 

 ③ ヘッジ方針 
当社グループのリスク管理方針に
基づき、為替変動リスク及び金利
変動リスクをヘッジすることとし
ております。 

③ ヘッジ方針 
同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ手段及びヘッジ対象につい
て、連結会計年度末に個別取引毎
のヘッジ効果を検証しております
が、ヘッジ対象の資産または負債
とヘッジ手段について元本、利
率、期間等の重要な条件が同一の
場合には、本検証を省略すること
としております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

 (6) その他連結財務諸表作成のための重
要な事項 
消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっております。 

(6) その他連結財務諸表作成のための重
要な事項 
消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債
の評価に関する事項 

 

連結子会社の資産及び負債の評価に
ついては、全面時価評価法を採用し
ております。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの償
却に関する事項 

 

のれんは、その効果が発現すると見
積もられる期間で均等償却しており
ます。負ののれんは発生以降５年間
で均等償却しております。ただし金
額の僅少なものは、発生年度に全額
を一括償却しております。 

同左 

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
及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ヶ月以内に
償還期限の到来する短期投資からな
っております。 

同左 
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(7) 【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】 

 

会計方針の変更 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

―――――――――――― （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、

工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約

に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19

年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年

12月27日）を当連結会計年度より適用し、当連結会

計年度に着手した工事契約から、当連結会計年度末

までの進捗部分について成果の確実性が認められる

工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法）を適用しております。なお、この

変更による損益への影響は軽微であります。 

―――――――――――― （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

百貨店事業セグメントにおける有形固定資産の減価

償却方法に関して、当連結会計年度より、建物附属

設備は定額法に、構築物は定率法に統一することと

しました。これは、経営統合を契機として減価償却

方法を見直した結果、当連結会計年度から固定資産

システムの対応が可能となったため、百貨店事業セ

グメント内の有形固定資産の減価償却方法を統一し

て、重要セグメントの経営成績をより適正に表示す

るために行ったものであります。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較し

て、販売費及び一般管理費は2,279百万円減少し、営

業利益、経常利益は2,279百万円増加し、税引前当期

純損失は同額減少しております。 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

 

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に関する主な項目 

投資有価証券（株式） 59,013百万円

※１ 非連結子会社及び関連会社に関する主な項目 

投資有価証券（株式） 60,707百万円

※２ 担保に供している資産並びに担保に係る債務は次

のとおりであります。 
  担保に供している資産 

定期預金 5,000百万円

合計 5,000百万円

※２ 担保に供している資産並びに担保に係る債務は次

のとおりであります。 
  担保に供している資産 

投資有価証券 1,278百万円

合計 1,278百万円

  担保に係る債務 

預り金 5,000百万円

合計 5,000百万円

  担保に係る債務 

短期借入金 1,000百万円

合計 1,000百万円

３ 偶発債務 ３ 偶発債務 

(1) 保証債務等 

①従業員住宅ローン保証 2,167百万円

②関係会社銀行借入金等保証 

 ドイツ三越GmbH 3百万円

③関係会社銀行借入金等保証予約 

 英国三越LTD. 220百万円

保証債務等合計 2,391百万円

保証債務等 

①従業員住宅ローン保証 1,365百万円

②関係会社銀行借入金等保証予約 

 英国三越LTD. 138百万円

保証債務等合計 1,504百万円
  

(2) その他の偶発債務 
平成21年5月12日開催取締役会において、株式会社伊
勢丹（当社の完全子会社）の吉祥寺店の営業を終了
することを決議いたしました。当連結会計年度にお
いて特別損失として減損損失1,701百万円を計上して
おります。今後営業終了に関連する損失等が発生す
る可能性がありますが、損失金額を現時点で見積る
事は困難であるため、引当金の計上は行っておりま
せん。合理的に見積可能となった時点で費用計上い
たします。 

―――――――――――― 

※４ 貸出コミットメント 

(1) 貸手側 
クレジットカード業務に附帯するキャッシング及び
カードローン業務等を行っております。当該業務に
おける未実行残高は次のとおりであります。 

キャッシング及びカードローン等の 

与信限度額の総額 169,280百万円

実行残高 12,384百万円

差引額 156,895百万円

※４ 貸出コミットメント 

(1) 貸手側 
クレジットカード業務に附帯するキャッシング及び
カードローン業務等を行っております。当該業務に
おける未実行残高は次のとおりであります。 

キャッシング及びカードローン等の 

与信限度額の総額 109,895百万円

実行残高 9,487百万円

差引額 100,408百万円

(2) 借手側 
連結子会社㈱伊勢丹は、運転資金の効率的な調達を
行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を
締結しております。当連結会計年度末における貸出
コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおり
であります。 

特定融資枠契約の総額 30,000百万円

借入実行残高 6,000百万円

差引額 24,000百万円

(2) 借手側 
連結子会社㈱伊勢丹は、運転資金の効率的な調達を
行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を
締結しております。当連結会計年度末における貸出
コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおり
であります。 

特定融資枠契約の総額 50,000百万円

借入実行残高 6,500百万円

差引額 43,500百万円
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※１ 固定資産売却益は、主に伊勢丹の社有土地及び建

物を売却したものであります。 

※１ 固定資産売却益は、主に三越池袋店の土地、借地

権及び建物を売却したものであります。 

―――――――――――― ※２ 関係会社株式売却益は、三越環境ビル管理株式を

売却したものであります。 

※３ 固定資産処分損は、三越の主に銀座店の増床関連

によるものであります。 

※３ 同左 

※４ 当連結会計年度において、連結子会社は、以下の

資産グループについて減損損失を計上しておりま

す。 
  
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

場所 用途 種類 
減損損失 

(百万円) 
㈱伊勢丹松戸店 

(千葉県松戸市) 
店舗等 建物等 2,066 

㈱伊勢丹吉祥寺店 

(東京都武蔵野市) 
店舗等 建物等 1,701 

㈱伊勢丹府中店 

(東京都府中市) 
店舗等 建物等 1,473 

㈱クイーンズ伊勢丹 

(東京都江東区等) 
店舗等 建物等 1,393 

㈱三越鹿児島店 

(鹿児島県鹿児島市) 
店舗等 建物等 512 

その他 店舗等 建物等 49 

  

※４ 当連結会計年度において、連結子会社は、以下の

資産グループについて減損損失を計上しておりま

す。 
  
(1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

場所 用途 種類 
減損損失 

(百万円) 
㈱三越 新宿アルコ

ット店 

(東京都新宿区) 

店舗等 

建物 

土地 

その他 

12,433 

㈱三越 名古屋栄店

(愛知県名古屋市) 
店舗等 

建物 

土地 

その他 

7,924 

㈱三越 松山店 

(愛媛県松山市) 
店舗等 

建物 

土地 

その他 

3,735 

㈱三越 新潟店 

(新潟県新潟市) 
店舗等 

建物 

土地 

その他 

1,910 

㈱三越 千葉店 

(千葉県千葉市) 
店舗等 

建物 

土地 

その他 

548 

㈱クイーンズ伊勢丹

(東京都江東区等) 
店舗等 

建物 

その他 
238 

その他 店舗等 

建物 

土地 

その他 

349 

  

(2) 減損損失の認識に至った経緯 
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである
資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当期減少額を減損損失として計上しておりま
す。 

  

(2) 減損損失の認識に至った経緯 
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである
資産グループ、又は、市場価格が帳簿価額に比べて
著しく下落した資産グループについては、回収可能
価額まで減額し、当期減少額を減損損失として計上
しております。 

  

(3) 減損損失の内訳 

建物及び構築物 6,497百万円

その他 698百万円

合計 7,195百万円

  

(3) 減損損失の内訳 

建物及び構築物 15,084百万円

土地 11,716百万円

その他 341百万円

合計 27,141百万円

  

(4) 資産のグルーピングの方法 
キャッシュ・フローを生み出す 小単位として、主
として店舗を基本単位としてグルーピングしており
ます。 

(4) 資産のグルーピングの方法 
キャッシュ・フローを生み出す 小単位として、主
として店舗を基本単位としてグルーピングしており
ます。 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

(5) 回収可能額の算定方法 
資産グループの回収可能価額は正味売却価額により
測定しており、重要性の高い資産グループの測定に
ついては、不動産鑑定評価基準に基づいた不動産鑑
定士からの評価額を基準としており、使用価値につ
いては将来キャッシュ・フローを７％で割引いて算
定しております。 

(5) 回収可能額の算定方法 
資産グループの回収可能価額は正味売却価額により
測定しており、重要性の高い資産グループの測定に
ついては、不動産鑑定評価基準に基づいた不動産鑑
定士からの評価額を基準としております。 

―――――――――――― ※５ 関係会社株式売却損は、名古屋ビルサービス株式

を売却したものであります。 

※６ 関係会社整理損は、上海錦江伊勢丹有限公司及び

ドイツ三越GmbHの清算に伴い見込まれる損失を計上

しております。 

※６ 関係会社整理損は、主にフランス三越S.A.S.の清

算に伴い見込まれる損失を計上しております。 

※７ 構造改革損失の内訳は次のとおりです。 

営業終了店舗に係る減損損失 2,213百万円

営業終了に関する損失 4,404百万円

システム及びカード機能統合
費用 

1,874百万円

合計 8,492百万円

  

※７ 構造改革損失の内訳は次のとおりです。 

早期退職特別支援制度の実施
に伴う損失 

36,449百万円

営業終了に関する損失 4,274百万円

システム及びカード機能統合
費用 

1,792百万円

合計 42,515百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 （株） 220,356,581 167,502,441 － 387,859,022

（変動事由の概要）普通株式の増加は、株式移転による増加（株式会社三越分）167,491,601株及び、新株予約権の権

利行使による新株の発行の増加10,840株であります。 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 （株） 1,368 101,758 33,145 69,981

 （変動事由の概要） 

  増加の内訳は、次のとおりであります。 

      株式移転による増加（株式会社三越分）           10,313株 

      持分法適用関連会社が取得した自己株式           29,573株 

      （当社株式）の当社帰属分 

      単元未満株の買取による増加                61,872株 

  減少の内訳は、次のとおりであります。 

      単元未満株の買増請求による減少              33,145株 

 

３．新株予約権等に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株） 当連結会計

年度末残高

（百万円）
前連結 

会計年度末
増加 減少 

当連結 

会計年度末 

提出会社 

(親会社) 
ストックオプションと
しての新株予約権 

普通株式 ― ― ― ― 733

合計 ― ― ― ― ― 733

 

４．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

当社は平成20年4月1日に株式移転により設立された共同持株会社であるため、配当金の支払額は下記の完

全子会社の定時株主総会において決議された金額です。 

株式会社 伊勢丹 

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 

平成20年６月20日 

定時株主総会 
普通株式 1,983 9.00 平成20年３月31日 平成20年６月23日

 

 (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翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
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 

平成21年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 5,429 14.00 平成21年３月31日 平成21年６月30日
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 (株) 387,859,022 6,725,452 － 394,584,474

（変動事由の概要）普通株式の増加は、株式交換による増加6,690,992株及び、新株予約権の権利行使による新株の発

行の増加34,460株であります。 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 （株） 69,981 23,187 3,547 89,621

（変動事由の概要）増加は、単元株式及び単元未満株式の買取りによるものであり、減少は、単元未満株式の買増請

求によるものであります。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結 
会計年度末

増加 減少 
当連結 

会計年度末 

提出会社 
（親会社） 

ストック・オプションと
しての新株予約権 

普通株式 ― ― ― ― 941

合計 ― ― ― ― ― 941

 

４．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

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 

平成21年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 5,429 14.00 平成21年３月31日 平成21年６月30日

 

 (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翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
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 

平成22年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 3,945 10.00 平成22年３月31日 平成22年６月29日
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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４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31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 

現金及び預金勘定 41,102百万円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △6,413百万円

有価証券 60百万円

現金及び現金同等物の期末残高 34,749百万円
  

現金及び預金勘定 37,682百万円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △424百万円

有価証券 108百万円

現金及び現金同等物の期末残高 37,366百万円
 

※２ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社で
なくなった会社の資産及び負債の主な内訳は、次の
とおりであります。 

流動資産 6,844百万円

固定資産 30百万円

流動負債 5,909百万円

固定負債 17百万円

株式の売却価格 945百万円

未収入金 △945百万円

現金及び現金同等物 △532百万円

売却による支出 △532百万円

※２ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社で
なくなった会社の資産及び負債の主な内訳は、次の
とおりであります。 

流動資産 2,510百万円

固定資産 644百万円

流動負債 1,834百万円

固定負債 281百万円

株式の売却価格 656百万円

現金及び現金同等物 △69百万円

売却による収入 587百万円
  

―――――――――――― 

 

※３ 事業の譲受により新たに連結子会社となった会社
の資産及び負債の主な内訳 

事業の譲受により新たに株式会社札幌丸井今井と株
式会社函館丸井今井を連結したことに伴う連結開始
時の資産及び負債の内訳並びに同社の取得のための
支出との関係は、次の通りであります。 

流動資産 2,326百万円 

固定資産 13,276百万円 

流動負債 2,055百万円 

固定負債 99百万円 

負ののれん 40百万円 

取得価格 13,406百万円 

新規連結子会社の現金
及び現金同等物 

 

280百万円 

事業譲受による支出 13,125百万円 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 

 百貨店業 
クレジット・

金融業 

小売・専門店

業 
友の会事業 その他事業 計 

消去又は 

全社 
連結 

 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (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 1,322,221 9,862 54,081 363 40,155 1,426,684 － 1,426,684

 (2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
703 5,407 9,740 4,621 102,883 123,357 (123,357) －

計 1,322,925 15,269 63,822 4,985 143,039 1,550,042 (123,357) 1,426,684

  営業費用 1,303,791 14,086 64,326 7,743 140,688 1,530,635 (123,533) 1,407,101

  営業利益又は営業損失(△) 19,134 1,182 △503 △2,758 2,351 19,406 175 19,582

Ⅱ 資産、減価償却費、 

減損損失及び資本的支出 
  

  資産 1,266,261 72,061 12,860 89,575 91,367 1,532,126 (180,493) 1,351,633

  減価償却費 20,989 1,026 1,026 46 2,008 25,097 (79) 25,017

  減損損失 5,756 － 1,414 － 24 7,195 － 7,195

  資本的支出 22,256 2,955 1,826 6 3,694 30,739 (619) 30,120

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主要な内容 

 （1）百貨店業……………………衣料品、身廻品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

 （2）クレジット・金融業………クレジットカード、貸金、損害保険代理、生命保険募集代理 

 （3）小売・専門店業……………婦人服、食料品、衣料雑貨、家庭用品等の販売 

 （4）友の会事業…………………友の会運営 

 （5）その他事業…………………不動産管理業、製造・輸出入等・卸売業、物流業、総合人材サービス業、情報

処理サービス業等 

３ 百貨店業の減損損失には、構造改革損失として計上した2,213百万円が含まれております。 
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 

 百貨店業 
クレジット・

金融業 

小売・専門店

業 
友の会事業 その他事業 計 

消去又は 

全社 
連結 

 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (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 1,200,454 9,004 49,583 259 32,315 1,291,617 － 1,291,617

 (2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
826 5,201 9,414 4,415 90,166 110,024 (110,024) －

計 1,201,280 14,206 58,997 4,675 122,482 1,401,642 (110,024) 1,291,617

  営業費用 1,194,090 15,434 59,229 7,075 121,308 1,397,138 (109,698) 1,287,439

  営業利益又は営業損失(△) 7,190 △1,228 △232 △2,400 1,173 4,503 (326) 4,177

Ⅱ 資産、減価償却費、 

減損損失及び資本的支出 
  

  資産 1,147,533 71,447 11,670 89,343 93,963 1,413,958 (175,952) 1,238,006

  減価償却費 18,437 1,847 586 42 4,529 25,443 (126) 25,316

  減損損失 26,880 － 258 － 2 27,141 － 27,141

  資本的支出 23,245 1,817 201 11 4,348 29,623 (1,366) 28,256

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主要な内容 

 （1）百貨店業……………………衣料品、身廻品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

 （2）クレジット・金融業………クレジットカード、貸金、損害保険代理、生命保険募集代理 

 （3）小売・専門店業……………婦人服、食料品、衣料雑貨、家庭用品等の販売 

 （4）友の会事業…………………友の会運営 

 （5）その他事業…………………不動産管理業、製造・輸出入等・卸売業、物流業、総合人材サービス業、情報

処理サービス業等 

３ 百貨店業における有形固定資産の減価償却方法に関して、当連結会計年度より、建物附属設備は定額法に、

構築物は定率法に統一することとしました。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業利

益は2,279百万円増加しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の合計額に占める「本邦」の割合が、いずれも90％を超

えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成21年４月１

日 至 平成22年３月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
 

(開示の省略) 

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オ

プション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きく

ないと考えられるため開示を省略しております。 
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(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,225.85円

１株当たり当期純利益金額 12.08円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

12.07円

     

  
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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失
であるため、記載しておりません。 

１株当たり純資産額 1,049.09円

１株当たり当期純損失金額 162.51円

 

(注) １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後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。 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額 

当期純利益又は当期純損失(△)（百万円） 4,683 △63,521

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） 

4,683 △63,521

普通株式の期中平均株式数（千株） 387,797 390,882

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

普通株式増加数（千株） 99 －

（うち新株予約権）（千株） (99) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要 

新株予約権７種類の目的と
なる株式の数。 

(新株予約権 2,891,000株)

新株予約権12種類の目的と
なる株式の数。 

(新株予約権 2,686,200株)
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(重要な後発事象) 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 

Ⅰ．グループ内の組織再編について 

当社は、平成21年12月22日開催の取締役会の決議に基づき、友の会及び保険事業並びにビルメンテナンス事業に

係るグループ内の組織再編の一環として、友の会及び保険事業については、①株式会社三越友の会（以下「三越友

の会」）及び株式会社イセタンクローバーサークル（以下「イセタンクローバーサークル」）に係る経営管理及び

営業支援業務を当社から100％子会社である株式会社エムアイカード（以下「エムアイカード」）に承継させる吸収

分割、②三越友の会とイセタンクローバーサークルの合併、並びに③エムアイカードと当社の100％子会社である株

式会社三越保険サービス（以下「三越保険サービス」）の合併を平成22年４月１日に実施しました。 

また、ビルメンテナンス事業については、当社の100％子会社である株式会社伊勢丹（以下「伊勢丹」）から株式

会社伊勢丹ビルマネジメントサービス（以下「伊勢丹ビルマネジメントサービス」）に係る経営管理及び営業支援

業務を当社に承継する吸収分割を平成22年４月１日に実施しました。 

 

１．組織再編の目的について 

株式会社三越（以下「三越」）及び伊勢丹の友の会子会社をエムアイカードの傘下とした上で統合すると同時に、

三越保険サービスについてもエムアイカードに統合することといたしました。当社グループに分散していたカー

ド・保険、友の会事業を一元化し、優良な顧客基盤をもつ戦略子会社であるエムアイカードが効率的且つ効果的な

運営を行うことで、金融サービス事業をグループ第二の収益の柱へと育成してまいります。 

また、ビルメンテナンス事業につきましても、伊勢丹ビルマネジメントサービスを当社の直接子会社とした上で、

お客様に対して「安全・安心・快適」な空間をグループ全体の店舗を通して提供していく子会社として、より効率

的且つ効果的な運営を図ってまいります。 

 

２．友の会事業に係る吸収分割について 

（1）吸収分割の要旨 

①吸収分割の効力発生日 

平成22年４月１日 

②分割方式 

当社を分割会社とし、エムアイカードを承継会社とする吸収分割です。 

③吸収分割に係る割当ての内容 

分割会社である当社に対する割当ては行われません。 

④分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社は、新株予約権を発行しておりますが、吸収分割に伴う取扱いの変更はありません。 

⑤吸収分割により減少する資本金等 

該当事項はありません。 

⑥承継会社が承継する権利義務 

エムアイカードは、吸収分割契約の定めに従って、効力発生日において当社が友の会子会社に係る経営管

理及び営業支援業務に関して有する三越友の会及びイセタンクローバーサークルの株式並びに当該株式に

関する権利義務を承継します。 

⑦債務履行の見込み 

吸収分割の効力発生日後における当社及びエムアイカードの債務履行の見込みについては、問題ないもの

と判断しております。 

⑧承継する部門の事業内容 

三越友の会及びイセタンクローバーサークルに係る経営管理及び営業支援業務 

（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）及び「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 終改正平成19年11月15日）に基づき、共通

支配下の取引として処理いたしました。 

 

３．合併について 

（1）合併の要旨 

①友の会子会社の吸収合併（三越友の会とイセタンクローバーサークル） 

ａ．吸収合併の効力発生日 

平成22年４月１日 
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ｂ．合併方式 

三越友の会を存続会社とする吸収合併方式で、イセタンクローバーサークルは解散いたします。なお、

友の会子会社の吸収合併（三越友の会とイセタンクローバーサークル）の効力発生は、当社及びエムア

イカードとの間の吸収分割の効力が生ずることを条件とします。 

ｃ．吸収合併に係る割当ての内容 

エムアイカードの完全子会社同士の合併であるため、合併比率の取り決めはありません。また、合併に

よる新株発行及び資本金の増加もありません。 

ｄ．消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

イセタンクローバーサークルは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

②保険子会社の吸収合併（エムアイカードと三越保険サービス） 

ａ．吸収合併の効力発生日 

平成22年４月１日 

ｂ．合併方式 

エムアイカードを存続会社とする吸収合併方式で、三越保険サービスは解散いたします。 

ｃ．吸収合併に係る割当ての内容 

当社の完全子会社同士の合併であるため、合併比率の取り決めはありません。また、合併による新株発

行及び資本金の増加もありません。 

ｄ．消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

三越保険サービスは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

（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）及び「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 終改正平成19年11月15日）に基づき、共通

支配下の取引として処理いたしました。 

 

４. ビルメンテナンス事業に係る吸収分割について 

（1）会社分割の要旨 

①吸収分割の効力発生日 

平成22年４月１日 

②分割方式 

伊勢丹を分割会社とし、当社を承継会社とする吸収分割です。 

③吸収分割に係る割当ての内容 

分割会社である伊勢丹に対する割当ては行われません。 

④分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

伊勢丹は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

⑤吸収分割により増加する資本金等 

該当事項はありません。 

⑥承継会社が承継する権利義務 

当社は、吸収分割契約の定めに従って、効力発生日において伊勢丹が伊勢丹ビルマネジメントサービスに

係る経営管理及び営業支援業務に関して有する伊勢丹ビルマネジメントサービスの株式並びに当該株式に

関する権利義務を承継します。 

⑦債務履行の見込み 

吸収分割の効力発生日後における当社及び伊勢丹の債務履行の見込みについては、問題ないものと判断し

ております。 

⑧承継する部門の事業内容 

伊勢丹ビルマネジメントサービスに係る経営管理及び営業支援業務 

（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）及び「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 終改正平成19年11月15日）に基づき、共通

支配下の取引として処理いたしました。 

 

Ⅱ．百貨店事業に係る組織再編（吸収分割）について 

当社の連結子会社である株式会社三越（以下、「三越」）は、平成22年２月23日開催の取締役会の決議に基づき、

グループ百貨店事業の組織再編の一環として、三越の札幌・仙台・名古屋・広島・高松・松山・福岡・新潟の各地

域における百貨店運営事業に係る権利義務を、新たに設立した地域事業会社、および新潟については株式会社新潟

伊勢丹（以下「新潟伊勢丹」）に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」）を平成22年４月１日に実施しました。 

 

㈱三越伊勢丹ホールディングス(3099)　平成22年3月期決算短信

－34－



 

１. 本吸収分割の目的 

当社は、平成23年春までにグループの 適化を完了し、お客さまのご要望によりお応えできる体制を構築してま

いります。その一環である、百貨店事業に係る組織再構築の具体策として、平成22年４月１日付で、三越の札幌・

仙台・名古屋・広島・高松・松山・福岡・新潟の各店における百貨店運営事業を、平成21年10月１日に設立した当

社の100％子会社である株式会社札幌三越、株式会社仙台三越、株式会社名古屋三越、株式会社広島三越、株式会社

高松三越、株式会社松山三越、株式会社福岡三越、及び株式会社新潟伊勢丹（以下８社あわせて「各地域事業会

社」）に承継させることといたしました。 

本吸収分割によって、各地域事業会社に各店舗の運営権限を移譲することで、お客さまの要望を迅速な意思決定

によって実現することが可能となり、これまで以上に地域に密着した営業体制を構築し、各地域に 適な営業施策

の迅速かつ細やかな展開を推進してまいります。そして、これらにより生み出した利益をお客さまや地域に還元し、

より魅力的な店づくりのために活用することにより、“地域のお客さまに愛される、地域のお客さまにとっての

「マイデパートメントストア」”となることを目指します。 

また、併存する店舗の一体運営化のモデルエリアと位置づけた新潟エリアにおいては、三越新潟店の百貨店運営

事業を新潟伊勢丹が承継することとし、これに伴って新潟伊勢丹は、平成22年４月１日より「株式会社新潟三越伊

勢丹」に商号を変更いたしました。三越・伊勢丹両店舗の一体運営化により、三越、伊勢丹それぞれのブランドを

生かした、競合に負けない魅力的な商業施設づくりを行ってまいります。 

また、後方部門の統合による物流費・賃借料の削減、共同取組による経費の有効活用など、単独の店舗ではなし

得なかった店舗運営コストの大幅削減を実現いたします。 

 

２．吸収分割について 

（1）吸収分割の要旨 

①吸収分割の効力発生日 

平成22年４月１日 

②分割方式 

三越を分割会社とし、各地域事業会社を承継会社とする吸収分割です。 

③吸収分割に係る割当ての内容 

本吸収分割において、分割会社である三越に対する割当ては行われません。 

④分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

三越は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

⑤承継により増加する資本金等 

該当事項はありません。 

⑥承継会社が承継する権利義務 

各地域事業会社は、効力発生日において三越が有する本件事業に関する資産、負債、契約上の地位その他

の権利義務のうち、吸収分割契約書で定めるものを承継します。 

⑦債務履行の見込み 

本吸収分割の効力発生日後における三越及び各地域事業会社の債務履行の見込みについては、問題ないも

のと判断しております。 

⑧承継する部門の事業内容 

札幌・仙台・名古屋・広島・高松・松山・福岡・新潟の各地域における百貨店運営事業 

（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）及び「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 終改正平成19年11月15日）に基づき、共通

支配下の取引として処理いたしました。 
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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３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 142 168

繰延税金資産 180 193

関係会社短期貸付金 4,900 3,200

未収還付法人税等 1,092 812

その他 19 84

流動資産合計 6,334 4,460

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 1 1

減価償却累計額 △0 △0

工具、器具及び備品（純額） 1 1

有形固定資産合計 1 1

投資その他の資産   

関係会社株式 445,131 453,847

繰延税金資産 0 0

投資その他の資産合計 445,131 453,847

固定資産合計 445,132 453,849

資産合計 451,467 458,309
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

未払金 119 48

未払費用 167 200

賞与引当金 99 295

未払法人税等 419 212

その他 128 163

流動負債合計 932 919

負債合計 932 919

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,006 50,024

資本剰余金   

資本準備金 12,506 18,372

その他資本剰余金 379,570 379,570

資本剰余金合計 392,076 397,942

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 7,759 8,539

利益剰余金合計 7,759 8,539

自己株式 △40 △58

株主資本合計 449,801 456,448

新株予約権 733 941

純資産合計 450,534 457,389

負債純資産合計 451,467 458,309
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

受取配当金 7,500 5,601

経営指導料 4,557 5,082

役務収益 － 1,387

営業収益合計 12,058 12,072

販売費及び一般管理費   

役員報酬 397 424

給料手当及び賞与 1,259 2,742

法定福利費 180 352

租税公課 231 233

地代家賃 154 185

支払手数料 561 358

業務委託費 377 624

その他 266 572

販売費及び一般管理費合計 3,429 5,494

営業利益 8,628 6,577

営業外収益   

受取利息 0 7

その他 2 9

営業外収益合計 3 16

営業外費用   

支払利息 13 9

創立費償却 126 －

その他 － 0

営業外費用合計 139 10

経常利益 8,491 6,584

特別利益   

新株予約権戻入益 11 68

特別利益合計 11 68

特別損失   

関係会社株式消滅損 324 －

特別損失合計 324 －

税引前当期純利益 8,178 6,652

法人税、住民税及び事業税 600 455

法人税等調整額 △180 △13

法人税等合計 419 442

当期純利益 7,759 6,209
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 － 50,006

当期変動額   

新株の発行 6 18

株式移転による増加 50,000 －

当期変動額合計 50,006 18

当期末残高 50,006 50,024

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 － 12,506

当期変動額   

新株の発行 6 18

株式移転による増加 12,500 －

株式交換による増加 － 5,847

当期変動額合計 12,506 5,866

当期末残高 12,506 18,372

その他資本剰余金   

前期末残高 － 379,570

当期変動額   

株式移転による増加 379,575 －

自己株式の処分 △5 △0

当期変動額合計 379,570 △0

当期末残高 379,570 379,570

資本剰余金合計   

前期末残高 － 392,076

当期変動額   

新株の発行 6 18

株式移転による増加 392,075 －

株式交換による増加 － 5,847

自己株式の処分 △5 △0

当期変動額合計 392,076 5,865

当期末残高 392,076 397,942

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 － 7,759

当期変動額   

剰余金の配当 － △5,429

当期純利益 7,759 6,209

当期変動額合計 7,759 780

当期末残高 7,759 8,539
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 － 7,759

当期変動額   

剰余金の配当 － △5,429

当期純利益 7,759 6,209

当期変動額合計 7,759 780

当期末残高 7,759 8,539

自己株式   

前期末残高 － △40

当期変動額   

自己株式の取得 △80 △20

自己株式の処分 39 3

当期変動額合計 △40 △17

当期末残高 △40 △58

株主資本合計   

前期末残高 － 449,801

当期変動額   

新株の発行 12 36

剰余金の配当 － △5,429

株式移転による増加 442,075 －

株式交換による増加 － 5,847

当期純利益 7,759 6,209

自己株式の取得 △80 △20

自己株式の処分 34 3

当期変動額合計 449,801 6,646

当期末残高 449,801 456,448

新株予約権   

前期末残高 － 733

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 733 208

当期変動額合計 733 208

当期末残高 733 941

純資産合計   

前期末残高 － 450,534

当期変動額   

新株の発行 12 36

剰余金の配当 － △5,429

株式移転による増加 442,075 －

株式交換による増加 － 5,847

当期純利益 7,759 6,209

自己株式の取得 △80 △20

自己株式の処分 34 3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 733 208

当期変動額合計 450,534 6,855

当期末残高 450,534 457,389
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

６．その他 

役員の異動 

①代表者の異動 

代表取締役の異動につきましては、平成22年１月14日に開示済であります。 

 

②その他の役員の異動(平成22年６月28日付予定) 

(1)新任取締役候補 

新任取締役については、平成22年１月14日に開示済であります。 

(2)退任予定取締役 

退任取締役については、平成22年１月14日に開示済であります。 
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