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(百万円未満切捨て)

１．2021年２月期第３四半期の連結業績（2020年３月１日～2020年11月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年２月期第３四半期 10,636 △22.2 △536 ― △594 ― △654 ―

2020年２月期第３四半期 13,675 △4.7 0 ― △95 ― △96 ―
(注) 包括利益 2021年２月期第３四半期 △636百万円( ―％) 2020年２月期第３四半期 △48百万円( ―％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2021年２月期第３四半期 △209.94 ―

2020年２月期第３四半期 △30.91 ―
　

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であ
るため、記載しておりません。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年２月期第３四半期 11,520 599 5.2

2020年２月期 11,457 1,236 10.8
(参考) 自己資本 2021年２月期第３四半期 599百万円 2020年２月期 1,236百万円
　
　
　

２．配当の状況

年間配当金

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

2020年２月期 ― ― ― 0.00 0.00
2021年２月期 ― ― ―
2021年２月期(予想) 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　
　
　

３．2021年２月期の連結業績予想（2020年３月１日～2021年２月28日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属す

る当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 15,150 △17.8 △690 ― △780 ― △880 ― △282.07
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　
　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　
　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　
　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年２月期３Ｑ 3,135,314株 2020年２月期 3,135,314株

② 期末自己株式数 2021年２月期３Ｑ 15,658株 2020年２月期 15,402株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年２月期３Ｑ 3,119,745株 2020年２月期３Ｑ 3,120,137株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等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
前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P２「連結業績予想などの将
来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間（2020年３月１日～2020年11月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染症の影響により依然として厳しい状況にありますが、個人消費などにおいて持ち直しの動きが続いております。

今後の先行きにつきましては、感染症拡大防止策をおこないつつ、感染症が内外経済に与える影響に十分に注意す

る必要があります。

百貨店業界におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛ムードが残る中、依然厳しい状況が

続いております。

このような状況の下、当社におきましては、企業ビジョン「いつ行っても欲しいものがあり、いつ行っても気持

ちよく買い物ができ、また行ってみたいと思っていただける百貨店」の実現に向け、店頭販売力の強化、食品強化

によるデイリーユース商材の拡大、EC部門の活性化、外商関係施策の強化等の営業施策を継続的に推進し全社を挙

げて取り組んでまいりました。

営業面におきましては、横須賀店で2020年９月16日より約５か月間にわたるロングランでの「横須賀店閉店大感

謝セール」がスタートし、販売の下支えとなっております。また、藤沢店では全国から仕入れた最高品質の旬の果

物を用意した平塚市で人気の「湘南八百屋コウタのフルーツパーラー」が９月にオープンし好評をいただいており

ます。さらに2020年11月よりスタートした歳暮商戦については、非接触販売であるECサイトをご利用になるお客様

が増加することを想定し、ECサイトでの取扱い商品数を増加させたこともあり、ECサイトの売上高は前年に対し二

桁の伸びとなりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛、時短営業の継続などの影

響もあり、第３四半期の累計期間売上高は全店舗で計画を下回る結果となりました。

一方、費用面におきましてはローコストオペレーションを推進させ各種経費の削減に努めるとともに、効果的な

経費運用にも引き続き取り組みました。さらに希望退職者の退職に伴う人件費の減少も加わり、販売費および一般

管理費の合計は、前年同期比91.0%となりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は10,636百万円（前年同期と比べ3,039百

万円の減収）、営業損失536百万円（前年同期は営業利益0百万円）、経常損失594百万円（前年同期は経常損失95

百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失654百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失96百万

円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、主に現金及び預金の増加等により、前連結会計年度末に比べ62百万円

増加して11,520百万円となりました。

負債は、主に短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ699百万円増加して10,920百万円となりまし

た。

純資産は、主に利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べ636百万円減少して599百万円となりまし

た。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第３四半期連結累計期間の業績等に基づき検討した結果、2020年12月25日に公表いたしました通期の連結業績

予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 681,769 847,774

売掛金 486,825 509,333

商品 531,409 485,259

貯蔵品 36,995 39,583

その他 183,835 225,768

流動資産合計 1,920,835 2,107,719

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,449,997 3,229,211

土地 4,563,572 4,563,572

リース資産（純額） 20,314 21,690

その他（純額） 19,182 33,079

有形固定資産合計 8,053,067 7,847,553

無形固定資産

その他 10,345 8,714

無形固定資産合計 10,345 8,714

投資その他の資産

投資有価証券 311,626 333,299

敷金及び保証金 979,788 989,384

破産更生債権等 12,647 12,642

長期前払費用 119,429 170,876

その他 61,970 61,970

貸倒引当金 △12,170 △12,160

投資その他の資産合計 1,473,292 1,556,013

固定資産合計 9,536,705 9,412,281

資産合計 11,457,540 11,520,000
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 28,402 18,264

買掛金 1,385,301 1,489,886

短期借入金 700,000 1,690,000

1年内返済予定の長期借入金 198,140 29,640

未払法人税等 16,571 1,399

商品券 640,858 589,025

賞与引当金 18,518 29,923

商品券回収損引当金 631,836 629,560

ポイント引当金 36,767 40,576

事業構造改善引当金 ― 27,729

その他 729,423 515,097

流動負債合計 4,385,818 5,061,102

固定負債

長期借入金 5,062,790 5,100,790

繰延税金負債 124,247 126,779

退職給付に係る負債 419,136 377,718

資産除去債務 157,549 168,707

リース債務 886 14,671

その他 70,324 70,324

固定負債合計 5,834,934 5,858,991

負債合計 10,220,753 10,920,093

純資産の部

株主資本

資本金 1,945,290 1,945,290

資本剰余金 1,637,078 1,637,078

利益剰余金 △2,317,168 △2,972,113

自己株式 △43,079 △43,160

株主資本合計 1,222,122 567,096

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 14,665 32,811

その他の包括利益累計額合計 14,665 32,811

純資産合計 1,236,787 599,907

負債純資産合計 11,457,540 11,520,000
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年３月１日
　至 2019年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年11月30日)

売上高 13,675,951 10,636,458

売上原価 10,718,538 8,482,691

売上総利益 2,957,413 2,153,766

販売費及び一般管理費 2,957,328 2,689,839

営業利益又は営業損失（△） 84 △536,072

営業外収益

受取利息 226 60

受取配当金 3,995 2,733

雇用調整助成金 － 33,382

その他 2,573 13,356

営業外収益合計 6,794 49,532

営業外費用

支払利息 88,351 99,127

その他 14,010 8,656

営業外費用合計 102,361 107,783

経常損失（△） △95,482 △594,323

特別損失

固定資産除却損 2,294 －

投資有価証券評価損 273 5,108

事業構造改善費用 － 56,643

特別損失合計 2,567 61,752

税金等調整前四半期純損失（△） △98,050 △656,075

法人税、住民税及び事業税 4,372 4,337

法人税等調整額 △5,966 △5,468

法人税等合計 △1,593 △1,131

四半期純損失（△） △96,456 △654,944

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △96,456 △654,944
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年３月１日
　至 2019年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年11月30日)

四半期純損失（△） △96,456 △654,944

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 47,846 18,146

その他の包括利益合計 47,846 18,146

四半期包括利益 △48,610 △636,798

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △48,610 △636,798

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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３．補足情報

（１）連結売上高の内訳

前第３四半期 当第３四半期

前年増減・対比
　

（自 2019年3月１日

至 2019年11月30日）

（自 2020年3月１日

至 2020年11月30日）

　
売上高

（千円）

構成比

（％）

売上高

（千円）

構成比

（％）

前年増減額

（千円）

前年対比

（％）

㈱さいか屋 13,668,805 96.2 10,626,474 97.1 △ 3,042,331 77.7

アルファトレンド㈱ 521,528 3.7 310,382 2.8 △ 211,145 59.5

㈱さいか屋友の会 11,109 0.1 10,053 0.1 △ 1,056 90.5

小 計 14,201,442 100.0 10,946,909 100.0 △ 3,254,532 77.1

内部売上高の消去 △525,490 ― △ 310,451 ― 215,039 ―

合 計 13,675,951 ― 10,636,458 ― △ 3,039,493 77.8

（２）店別売上高（単体）

　 前第３四半期 当第３四半期

前年増減・対比
　

（自 2019年3月１日

至 2019年11月30日）

（自 2020年3月１日

至 2020年11月30日）

　
売上高
（千円）

構成比
（％）

売上高
（千円）

構成比
（％）

前年増減額
（千円）

前年対比
（％）

藤沢店 7,625,994 57.7 5,729,441 55.7 △ 1,896,553 75.1

横須賀店 4,823,272 36.5 3,943,477 38.3 △ 879,795 81.8

川崎店 748,993 5.7 617,457 6.0 △ 131,536 82.4

町田ジョルナ 13,135 0.1 ― ― △ 13,135 ―

小 計 13,211,397 100.0 10,290,375 100.0 △ 2,921,021 77.9

テナント及び手数料収入 457,408 ― 336,098 ― △ 121,310 73.5

合 計 13,668,805 ― 10,626,474 ― △ 3,042,331 77.7

（３）商品別売上高（単体）

　 前第３四半期 当第３四半期

前年対比・増減
　

（自 2019年3月１日

至 2019年11月30日）

（自 2020年3月１日

至 2020年11月30日）

　
売上高

（千円）

構成比

（％）

売上高

（千円）

構成比

（％）

前年増減額

（千円）

前年対比

（％）

衣料品 3,491,203 26.4 2,349,068 22.8 △ 1,142,135 67.3

身回品 1,287,946 9.8 909,324 8.9 △ 378,622 70.6

雑貨 2,163,021 16.4 1,491,139 14.5 △ 671,882 68.9

家庭用品 335,454 2.5 301,617 2.9 △ 33,837 89.9

食料品 5,212,201 39.5 4,743,796 46.1 △ 468,405 91.0

食堂・喫茶 323,497 2.4 187,256 1.8 △ 136,241 57.9

その他 398,074 3.0 308,175 3.0 △ 89,898 77.4

合 計 13,211,397 100.0 10,290,375 100.0 △ 2,921,021 77.9

　


