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平成 18年 2月期    決算短信（連結）                平成 18年 4月 17日 
上 場 会 社 名        株式会社 松屋       上場取引所 東 
コ ー ド 番 号        8237        本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.matsuya.com/ ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長    氏名 古屋 浩吉 
問合せ先責任者 役職名 総務部ＩＲ室担当部長 氏名 木村 昌平      ＴＥＬ (03)3567－1211 
決算取締役会開催日 平成 18年 4月 17日 
米国会計基準採用の有無  有・○無 
 
１． 18年 2月期の連結業績（平成 17年 3月 1日～平成 18年 2月 28日） 
(1)連結経営成績        （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 
 

百万円    ％ 
 

百万円    ％ 
 18年 2月期 

17年 2月期 
94,756 （  1.1） 
93,730 （ △3.6） 

1,667 （  1.1） 
1,648 （△10.3） 

1,693 （  10.1） 
1,538 （ △7.4） 

  
 当期純利益 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        
株主資本当 
期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 百万円    ％  円 銭  円 銭 ％ ％ ％ 
18年 2月期 
17年 2月期 

655 （  8.4） 
605 （△ 1.6） 

12  29 
11  24 

12  27 
－  － 

3.8 
3.6 

2.9 
2.6 

1.8 
1.6 

(注) ①持分法投資損益       18年 2月期 22百万円 17年 2月期 25百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18年 2月期 53,101,135株 17年 2月期 53,221,922株 
     ③会計処理の方法の変更   有 ・ ○無 
     ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
 百万円 百万円 ％ 円  銭 

18年 2月期 
17年 2月期 

59,751 
57,031 

17,662 
17,045 

29.6 
29.9 

333 22 
320 19 

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年 2月期 52,995,748株  17年 2月期 53,215,098株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 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 
18年 2月期 
17年 2月期 

3,232 
2,239 

△1,606 
△2,276 

△847 
△1,642 

2,281 
1,502 

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
連結子会社数 9社  持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 2社 

 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結 (新規)－社 (除外) 1社   持分法 (新規) －社 (除外) －社 

 
２．19年 2月期の連結業績予想（平成 18年 3月 1日～平成 19年 2月 28日） 

 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 

中 間 期 
通    期 

46,000 
97,000 

800 
2,350 

700 
2,150 

△2,000 
△950 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） △17円 92銭 
 

※上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものでありますが、実際
の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、
添付資料６頁をご参照ください。 
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企業集団の状況 
 

当社グループが営んでいる主な事業内容と各社の当該事業における位置づけ及び事業の種類別セグメント

との関連は次のとおりであります。 

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

＜百貨店業＞ 

当社グループの主な事業として㈱松屋が営んでおります。 

＜飲食業＞ 

連結子会社である㈱アターブル松屋が飲食業及び結婚式場の経営を行っております。 

＜ビル総合管理業＞ 

連結子会社である㈱シービーケーが㈱松屋等の警備、清掃、設備保守・工事、建築内装工事業等を行っ

ております。 

＜輸入商品卸売業＞ 

連結子会社である㈱スキャンデックスが輸入商品の卸売業を営んでおり、㈱松屋等への卸売を行ってお

ります。 

＜その他事業＞ 

連結子会社である㈱エムアンドエーが㈱松屋等の広告・宣伝制作請負を行い、連結子会社である㈱東京

生活研究所が㈱松屋等へのマーケティング情報提供を行い、連結子会社である㈱東栄商会が㈱松屋等への

用度品・事務用品の納入、ОＡ機器類のリース、保険代理業等を行っております。また、連結子会社であ

る㈱松屋友の会が㈱松屋への商品販売の取次ぎを行い、連結子会社である㈱エムジー商品試験センターが

㈱松屋等の商品検査業務を受託しております。 

関連会社である㈱ギンザコアと㈱銀座インズが不動産賃貸業を営んでおります。 

　

　

　

㈱シーエムディー
（清算中）

持分法適用関連会社（注） 連結会社

連結財務諸表提出会社

㈱スキャンデックス
輸入商品の卸売

（輸入商品卸売業）

（不動産賃貸業）
㈱ギンザコア

（不動産賃貸業）
㈱銀座インズ

商品販売の取次ぎ （商品販売の取次ぎ）
㈱松屋友の会

商品検査業務の受託 （商品検査）
㈱ｴﾑｼﾞｰ商品試験ｾﾝﾀｰ

（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ情報ｻｰﾋﾞｽ）
建築内装工事 ㈱東京生活研究所

（ビル総合管理業）

㈱シービーケー 清掃、警備、設備保守 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ情報提供
㈱ 松 屋

ＯＡ機器類のリース
引出物卸売

広告・宣伝制作請負 （広告・宣伝制作）

㈱東栄商会
用度品・事務用品の納入

㈱エムアンドエー

[事業の系統図]

（飲食業） （百貨店業） （その他事業）

食堂部門の卸売

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙ松屋 （卸売・保険代理・ﾘｰｽ業）

 

なお、㈱アターブル松屋は、平成18年４月１日付で会社分割を行い、持株会社㈱アターブル松屋 

ホールディングスに移行し、その持株会社の下、事業部門ごとの６つの会社を設立いたしました。 

分割後の各社の概要につきましては、添付資料23頁をご参照ください。 
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経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社グループの経営方針は、｢顧客第一主義｣｢共存共栄｣｢人間尊重」｢堅実経営」｢創意工夫」であります。

中でも｢顧客第一主義｣を方針の中心に据え、顧客満足度の向上を図ることにより、今後もお客様に支持さ

れるグループを目指し、永続的な拡大、発展に努めてまいります。当社グループはこうした事業活動を通

じて、顧客、株主をはじめ広く関係者にとって魅力ある企業グループであり続けることにより、社会に貢

献してまいります。 

今後も、当社グループでは、百貨店事業を核として、グループの力を結集し、お客様に満足いただける

上質な商品、文化、サービスを提供する小売グループとして、収益力の向上と財務体質の強化を図ってま

いります。 

(2) 利益配分に関する基本方針 

利益配分に関しましては、配当政策を重要政策のひとつとして位置づけておりますが、着実に収益を確

保できる経営体質の基盤構築に努めることにより、安定的な配当を行うことを基本といたしております。 

そのため当社は｢成長基盤確立３ヵ年計画｣に基づく諸施策を着実に実行し、事業の成長と経営基盤の強

化に努めるとともに、変化する経営環境や収益状況を総合的に勘案しながら、株主の皆様への利益還元に

努めてまいります。 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は株主層の拡大と当社株式の流動性向上を資本政策の重要課題と認識しております。そのため、個

人を中心としたより多くの投資家層の拡大と当社株式数の流動性の向上を図るため、平成17年11月21日

の取締役会において、１単元の株式数を1,000株から100株に引き下げることを決議し、平成18年１月４

日より実施いたしました。 

(4) 中長期的な会社の経営戦略 

百貨店業を中心に、飲食業、ビル総合管理業、輸入商品卸売業、その他百貨店周辺サポート業種を加え

構成される松屋グループにおきましては、長期的な企業価値向上に向けた｢成長基盤確立３ヵ年計画｣を平

成17年度からスタートさせております。本計画の目標である｢お客様にご満足いただける上質な商品、文

化、サービスを提供する小売グループ｣に向けて、中核である百貨店事業に集中的に経営資源を投入し、｢ス

ペシャリティデパートメントストアの実現による競争力の向上｣、｢経費構造改革と財務体質の強化｣、｢グ

ループ経営の推進(百貨店事業との相乗効果の発揮)｣、及び｢市場(株主)との対話を重視する経営の推進｣

に取り組んでまいります。 

(5) 目標とする経営指標 

当社グループ｢成長基盤確立３ヵ年計画｣の最終年度(平成 19年度)における連結目標数値は売上高

95,500百万円、営業利益2,200百万円、ＲＯＡ(営業利益／総資産)4.1％であります。 

(6) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 
当社グループは、株主、お客様、お取引先、従業員、地域社会といったステークホルダーとの良好なコ

ミュニケーションを図り、企業として有する社会的責任を果たすことはもとより、企業価値の継続的な向

上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要課題と位置づけ、組織体制を整備する

とともに、必要な諸施策を実施しております。 

②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

 1)経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

a.会社の機関の内容 

当社における取締役は 12名であり、２名が社外取締役であります。取締役会は、毎月１回定期的に

開催され、必要に応じ臨時に開催しております。また、独自の執行役員制度を導入し、｢経営の意思決

定及び監督機能｣と｢業務執行機能｣を分離し、経営の迅速性の向上と監督機能の強化を図っております。 

取締役の選任及び報酬については、平成18年３月に代表取締役と社外取締役によって構成される「指

名・報酬委員会」を設置いたしております。委員会が役員人事及び役員報酬制度に対する審議・助言を

行うことにより経営の客観性と合理性を高めてまいります。 

当社における監査役は４名であり、３名が社外監査役であります。毎月開催される監査役会を通じ監
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査意見の交換・形成を図るとともに、常勤監査役が常務会等の重要会議に出席するなど、監査機能の充

実に努めております。 

b.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

当社は、平成 15年９月に｢コンプライアンス委員会｣を設置し、法令遵守をはじめとする企業倫理の

更なる確立に向けコンプライアンス体制を再構築いたしました。本委員会は、企業倫理の確立を図るべ

く定期的に開催しております。内部牽制を目的とし機能しており、各事業部門に対するヒアリングを実

施し、また、監査役と充分に情報を共有化するなど、内部統制の充実を図っております。 

危機管理組織といたしましては、従来より｢危機管理連絡委員会｣を設け、事業を取り巻くあらゆるリ

スクを対象とし対応を進めてまいりましたが、平成16年３月をもちまして｢危機管理委員会｣と改称し、

組織上明確に位置づけました。本委員会は、平常時における安全管理・危機予防活動のより一層の推進

を図るとともに、有事の際の対応機関として機能するなど、危機管理体制の確立に向け活動しておりま

す。 

また、平成17年９月にコーポレート･ガバナンスの一層の強化へ向けた内部統制システムの確立のた

めに、代表取締役直轄の独立組織として｢内部監査室｣を新設いたしました。内部監査室は、｢企業経営

の有効性と効率性の向上｣｢企業の財務報告の信頼性の確保｣｢企業経営に係る法令の遵守｣｢企業の重大

な損失・不祥事の発生を未然に防止するためのリスク管理｣を図るべく、内部統制システムの構築・維

持に努めてまいります。合わせて、内部統制の専管部署として前述の両委員会を主体的に司り、引き続

き、より実効性のある内部統制システムの確立に努めてまいります。 

 

【当社のコーポレート・ガバナンス体制】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 平成18年３月20日に設置いたしました。 

2)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

社外取締役である根津嘉澄氏は東武鉄道㈱代表取締役社長であり、また、小宮徹氏は東京海上日動火災

保険㈱専務取締役であり、当該各社とも当社の大株主であります。当社とそれぞれの会社における取引は 

定常的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。かつ、取引にあたり

株   主   総   会 

取締役会 

常務会 

  

代表取締役 

  

執行役員会 

 

経営監視 

 

会計監査人 

内部統制 

監査役 

監査役会 

営業部門・事務部門 

業務執行 ・ 

内部統制 

業務執行

業務執行  

  の監督 

内部監査室 

コンプライアンス委員会 

  
危機管理委員会 

  

指名・報酬 

委員会(※) 
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ましては、当該各社及び当社における取締役会の承認をそれぞれ得ており、商法264条及び265条にそれ

ぞれ規定される｢競業避止義務｣及び｢利益相反取引｣に係る商法上の利害関係につきましても問題はありま

せん。 

社外監査役である石橋博氏は弁護士であり、当社との関係において特別な利害関係はありません。また、

志村邦雄氏と当社との関係において特別な利害関係はありません。衣川元知氏は明治安田損害保険㈱取締

役相談役(平成18年３月31日同社退任)であり、同社と当社における取引は定常的な取引であり、社外監

査役個人が直接利害関係を有するものではありません。 

3)最近1年間の取組み状況 

コンプライアンス委員会における活動としては、主として、啓蒙・教育活動の推進を図ってまいりまし

た。具体的には、入社時におけるコンプライアンス・法務研修を設けるとともに、各職務に適合したコン

プライアンス研修を充実させてまいりました。また、平成17年11月より施行されました「大規模小売業

告示」(独占禁止法における特殊指定)について、公正取引の推進体制を再構築するべく活動を進めるとと

もに、グループ各社におけるコンプライアンス・マニュアルの作成を推進するなど、グループコンプライ

アンス体制の確立に向け活動してまいりました。 

危機管理委員会における活動としては、顧客情報をはじめとした個人情報の保護に向け、個人情報保

護体制の確立に取り組んでまいりました。具体的には、システム・セキュリティの強化、社内組織・

社内規定の整備、お取引先との個人情報に関する契約の締結、社内研修の開催等の対応を進めてまい

りました。個人情報保護につきましては、重要なリスク管理事項であるとの認識のもと、引続き対応を図

ってまいります。また、平成17年９月に新設いたしました内部監査室が両委員会を主体的に司ることによ

り、コンプライアンス体制、危機管理体制の更なる強化に努めてまいりました。 

情報開示に関しましては適時・適正かつ積極的な情報開示をより一層促進するために平成17年４月には

ＩＲ室を新たに設置いたしております。ＩＲ室を通じて、ステークホルダーとの対話を重視する経営を図

り、経営の透明性の向上を目指してまいりました。 

 

 

経営成績及び財政状態 
 

(1) 経営成績 

①当連結会計年度の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景とした設備投資の増加や、雇用・所得環

境の改善による個人消費の底堅い動きもあり、景気は回復基調のうちに推移いたしました。 

百貨店業界におきましては、景況感の改善を背景とした消費マインドの好転に加え、クールビズ効果や、

厳冬による冬物衣料の活発な動きなどの好条件も重なり、年度後半からの東京地区百貨店売上高は前年実

績を上回る傾向に転じました。 

この間におきまして当社グループは、長期的な企業価値の向上に向けた｢成長基盤確立３ヵ年計画｣を本

年度よりスタートし、｢スペシャリティデパートメントストアの実現による競争力の向上」、｢経費構造改

革と財務体質の強化」、｢グループ経営の推進(百貨店事業との相乗効果の発揮)」及び、｢市場(株主)との

対話を重視する経営の推進｣を基本方針に掲げ、経営・営業基盤の確立に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は94,756百万円と前連結会計年度に比べ1,025百万円(＋1.1％)

の増収となり、営業利益は1,667百万円と前連結会計年度に比べ18百万円(＋1.1％)の増益、経常利益は

1,693百万円と前連結会計年度に比べ155百万円(＋10.1％)の増益、当期純利益は655百万円と前連結会

計年度に比べ50百万円(＋8.4％)の増益となりました。 

②セグメント別の業績 

＜百貨店業＞ 

百貨店業は、当社の銀座本店におきましては、お客様のライフスタイルを充足することができる店づく

りを推進するとともに、買廻り性と回遊性の向上に取り組んでまいりました。具体的には、25年ぶりとな

る８階｢レストランシティＧＩＮＺＡ｣の全面改装を行い、更に、百貨店業態の強みである化粧品売場を大

幅に強化した｢ギンザ ビューティー｣をオープンいたしました。また、銀座地区初となる大型海外展｢イタ
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リア展｣を開催するなど、集客力強化を図り業績の向上に努めてまいりました。 

浅草支店におきましては、地域密着型百貨店として、メインターゲットである地元顧客のニーズを充足

できる店づくりを目指し、婦人衣料・雑貨、和洋菓子売場の再編を行うなど、品揃えの充実やサービスの

向上に努めてまいりました。また、浅草が賑わう地元のイベントの時期に合わせて、集客力のある食品物

産展等の催しを開催するなど、浅草の街の動きと営業施策を連動させ、相乗効果を最大化するよう努めて

まいりました。 

外販部門におきましては、店頭売上の増大を強力に支援すべく、法人部門においては、企業環境の改善

に伴い積極的な営業施策・設備投資の展開が見え始めた企業に対し、販促品や建装案件を大きなマーケッ

ト商材ととらえ、受注の拡大を図ってまいりました。以上の結果、百貨店業の売上高は80,717百万円(う

ち外部顧客に対する売上高80,505百万円）と前連結会計年度に比べ1,996百万円(＋2.5％)の増収となり、

営業利益は1,410百万円と前連結会計年度に比べ231百万円(＋19.6％)の増益となりました。 

＜飲食業＞ 

飲食業であります㈱アターブル松屋におきましては、マーケットの変化や業態間競争の激化など厳しい

環境の中、集客力の強化に努めるとともに経費構造の見直しに取り組んでまいりました。婚礼部門やレス

トラン部門では、宣伝政策の見直しを行い、また、一部に外部専門家を活用するなど、より一層のサービ

スの向上に努めてまいりました。ビジネスレストラン部門では、エリア別の統一メニューを導入するなど、

営業の効率化に取り組んでまいりました。以上の結果、飲食業の売上高は 7,909百万円(うち外部顧客に

対する売上高7,634百万円)と前連結会計年度に比べ1,125百万円(△12.5%)の減収となり、営業損失は116

百万円と前連結会計年度に比べ221百万円の減益となりました。 

＜ビル総合管理業＞ 

ビル総合管理業であります㈱シービーケーにおきましては、受注競争が激しくなる中、営業開発部門の

新設を行い、新規顧客の獲得に努めてまいりました。また、設計・施工からビルメンテナンスに至るまで、

トータルな提案を行うことにより大型物件の受注獲得を目指すなど、売上・収益の向上を図ってまいりま

した。以上の結果、売上高は6,816百万円(うち外部顧客に対する売上高4,014百万円)と前連結会計年度

に比べ 138百万円(＋2.1％)の増収となりましたが、営業利益は 144百万円と前連結会計年度に比べ△10

百万円(△6.7％)の減益となりました。 

＜輸入商品卸売業＞ 

輸入商品卸売業であります㈱スキャンデックスにおきましては、主力商材である北欧家具・食器に加え、

ベビー関連商品の販売に注力してまいりました。また、当社の銀座本店内に北欧食器｢イッタラ｣の国内初

となる専門ショップを開店するなど、売上の拡大とブランドイメージの向上に努めてまいりました。以上

の結果、売上高は1,778百万円(うち外部顧客に対する売上高1,633百万円)と前連結会計年度に比べ170

百万円(＋10.6％)の増収となり、営業利益は 189百万円と前連結会計年度に比べ４百万円(＋2.5％)の増

益となりました。 

＜その他事業＞ 

㈱東栄商会は、旅行部門が大幅に伸長し、用度品部門・保険部門ともに堅調に推移した結果、増収とな

りました。㈱エムジー商品試験センターは、一般飲食店舗等の衛生指導及び食品検査の獲得に努力しまし

たが、売上・収益ともに微減となりました。㈱エムアンドエーは、新規顧客の開拓に努力いたしましたが、

前連結会計年度に比べて減収となりました。㈱東京生活研究所は、海外プロジェクトの売上高の伸長によ

り、前連結会計年度に比べて増収となりました。以上の結果、売上高は 3,773百万円(うち外部顧客に対

する売上高969百万円)と前連結会計年度に比べ125百万円(△3.2％)の減収となり、営業利益は７百万円

と前連結会計年度に比べ５百万円(△42.4％)の減益となりました。 

③次期の見通し 

今後の経済情勢につきましては、一部に原油価格の高騰による影響が懸念されるものの、企業業績の向

上や設備投資の拡大に加え、個人消費の増加などの好循環もあり、内需主導による景気回復は堅調に推移

するものと思われます。 

百貨店業界におきましては、定率減税の縮小など、消費へのマイナス材料があるものの、景気回復に支

えられ個人消費は緩やかに増加するものと予想されます。しかしながら、都心大型店の大規模改装計画や

業態を超えた業務提携が進むなど、地域間・企業間競争は激化していくものと思われます。 
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このような状況下、当社グループは、引き続き、｢成長基盤確立３ヵ年計画｣の諸施策を着実に実行し、

長期的な企業価値の向上に取り組んでまいります。 

なお、平成 19年２月期の通期連結業績予想につきましては、売上高は 97,000百万円(前期比 102.4%)、

営業利益 2,350百万円(前期比 141.0%)、経常利益 2,150百万円(前期比 126.9%)を予想しておりますが、

減損損失、セカンドキャリア支援制度・特別プランの実施、退職給付制度の改定等に伴う特別損失の計上

により当期純損失950百万円を見込んでおります。 

また、単独業績予想につきましては、売上高は81,800百万円(前期比101.3%)、営業利益1,850百万円(前

期比131.1%)、経常利益1,700百万円(前期比118.9%)、上記連結業績予想と同様の理由により当期純損失

1,000百万円を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態 

連結キャッシュ・フローの状況 

｢営業活動によるキャッシュ・フロー｣は、税金等調整前当期純利益1,416百万円、減価償却費1,671百

万円、貸倒引当金増加額669百万円、投資有価証券売却損益△766百万円、売上債権の増加△250百万円、

仕入債務の増加610百万円、法人税等の支払額△253百万円等により3,232百万円となり、前連結会計年

度に比べ993百万円の増加となりました。 

｢投資活動によるキャッシュ・フロー｣は、主に百貨店業での銀座本店の改装工事等の有形固定資産の取

得による支出△2,030百万円、投資有価証券の売却による収入 773百万円、投資有価証券の取得による支

出△402百万円等により△1,606百万円となり、前連結会計年度に比べ670百万円の増加となりました。 

｢財務活動によるキャッシュ・フロー｣は、短期借入金の減少△2,761百万円、長期借入れによる収入3,500

百万円、長期借入金の返済による支出△938百万円、自己株式(単元株式)の取得による支出△350百万円、

配当金の支払額△265百万円等により△847百万円となり、前連結会計年度に比べ 794百万円の増加とな

りました。 

この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は 779百万円増加し、2,281百万円となり

ました。 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は下記のとおりです。 

 平成15年2月期 平成16年2月期 平成17年2月期 平成18年2月期 

株主資本比率(％) 26.5 27.9 29.9 29.6 

時価ベースの株主資本比率(％) 37.2 44.4 76.6 227.5 

債務償還年数(年) 8.0 6.2 9.9 6.8 

インタレスト･カバレッジ･レシオ(倍) 8.9 10.6 6.3 9.9 

株主資本比率・・・・・・・・・・・・・株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率・・・・・・・株式時価総額／総資産 

債務償還年数・・・・・・・・・・・・・有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ・・・営業キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 

(3) 事業等のリスク 

事業の概況、経営の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリス

ク事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関するリスク事項は、当決算短信発表日(平成18年４月17日)現在において、

判断したものであります。 

①経済情勢・需要動向 

当社グループの主要なセグメントである百貨店業や飲食業の需要は、国内外の景気動向・消費動向等の

経済情勢や、同業態及びその他小売業他社との競合により影響を受けます。これにより、当社グループの

業績は影響を受ける場合があります。 
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②商品取引 

当社グループの主要なセグメントである百貨店業や飲食業において、一般消費者向け取引を行っており

ます。これらの事業において、欠陥商品や食中毒の要因となる瑕疵のある商品の販売及びサービスの提供

をした場合、製造物責任や債務不履行責任に基づく損害賠償責任等により費用が発生する場合があります。

更に、この結果、当社グループにおいて信用毀損が生じ、売上高の減少等が発生する可能性があります。

これにより、当社グループの業績は影響を受ける場合があります。 

また、百貨店業の外商部門をはじめとして、法人向け取引を行っております。よって、取引先の倒産に

より、売掛金の回収不能に伴う費用の発生等が生じる場合、当社グループの業績は影響を受ける場合があ

ります。 

③法的規制等 

当社グループは、顧客や取引先との販売や仕入を通じて、消費者契約法、製造物責任法、独占禁止法及

びその関連諸法令等より法規制を受けております。また、事業を展開する上で、大規模小売店舗立地法、

消防法、環境・リサイクル関連諸法令等の法規制を受けております。 

これらの法規制を遵守できなかった場合、当社グループの活動が制限される可能性があるとともに費用

の発生が想定され、当社グループの業績は影響を受ける場合があります。 

④自然災害・事故 

当社グループの主要なセグメントである百貨店業・飲食業においては、首都圏における店舗展開を行っ

ております。したがって、首都圏において、大規模な地震・風水害等の自然災害やテロ行為、その他事故

及びそれに伴う火災が発生した場合、当社グループの業績は影響を受ける場合があります。 

特に、店舗における火災においては、人身への被害が想定され、これに伴い被害者に対する損害賠償責

任等により費用が発生する可能性があり、これにより、当社グループの業績は影響を受ける場合がありま

す。 

⑤保有資産の価格変動 

保有する土地や有価証券等の資産価値に変動が生じた場合、これにより、当社グループの業績は影響を

受ける場合があります。また、当社においては、平成19年２月期より強制適用となる｢固定資産の減損に

係る会計基準｣に基づき、一部保有資産に減損損失が発生することが見込まれており、これにより、当社

グループの業績は影響を受ける場合があります。 

⑥退職給付債務 

従業員の退職給付費用及び債務は、割引率や年金資産の期待運用収益率等の数理計算上設定される前提

条件に基づき算定されております。したがって、実際の結果が前提条件と相違した場合、当社グループの

業績は影響を受ける場合があります。 

⑦訴訟リスク 

当社グループの事業の展開にあたり、当社グループ各社及びその従業員が法令等の違反の有無にかかわ

らず顧客及び取引先等から訴訟を提起される可能性があります。当該訴訟結果のいかんにより、当社グル

ープにおいて信用毀損が生じる場合があり、これにより当社グループの業績は影響を受ける場合がありま

す。 

⑧個人情報の流出等 

当社グループでは、主として顧客の個人情報を取得し保有しております。これらの個人情報の管理にあ

たっては、社内組織、個人情報保護方針及び社内規定を策定するなど、個人情報保護体制の確立を図り、

厳重な管理を行っております。ただし、不測の事故等により個人情報が流出した場合、当社グループにお

いて信用毀損が生じ、売上高の減少等が発生する可能性があり、また情報主体に支払う損害賠償その他の

費用発生が想定され、当社グループの業績は影響を受ける場合があります。 

⑨システムリスク 

当社グループにおける百貨店事業を中心とした各種コンピュータシステムは、店舗とは別の建物内で集

中管理しております。耐震建築、通信回線の二重化、不正侵入防止などの安全対策を講じておりますが、

想定を大きく超える自然災害や事故によって、設備の損壊やシステム停止が起きた場合、当社グループの

事業活動に支障をきたし、これにより当社クループの業績は影響を受ける場合があります。 
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① 【連結貸借対照表】 

 

  前連結会計年度 
(平成17年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成18年２月28日) 増減高 

区分 金額（百万円） 構成比 
（％） 

金額（百万円） 構成比 
（％） 

金額 
(百万円) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

現金及び預金   1,502   2,281  779 

受取手形及び売掛金   6,635   6,886  250 

たな卸資産   4,819   4,923  104 

繰延税金資産   512   508  △3 

その他   1,589   1,432  △157 

貸倒引当金   △171   △67  104 

流動資産合計   14,887 26.1  15,965 26.7 1,077 

Ⅱ 固定資産         

(1) 有形固定資産         

建物及び構築物 ※１ 33,905   34,654    

減価償却累計額  19,438 14,467  20,398 14,255  △211 

土地 ※１  14,312   15,158  845 

建設仮勘定   128   262  134 

その他  3,887   3,817    

減価償却累計額  2,904 983  2,834 982  △0 

有形固定資産合計   29,891 52.4  30,659 51.3 768 

(2) 無形固定資産         

借地権   203   203  ― 

ソフトウェア   242   242  0 

その他   75   110  35 

無形固定資産合計   521 0.9  556 0.9 35 

(3) 投資その他の資産         

投資有価証券 ※２  4,591   5,640  1,048 

長期貸付金   543   1,169  625 

繰延税金資産   254   254  △0 

支払保証金   4,366   4,072  △293 

その他   2,031   2,263  231 

貸倒引当金   △56   △830  △773 

投資その他の資産合計   11,730 20.6  12,568 21.0 838 

固定資産合計   42,143 73.9  43,785 73.3 1,642 

資産合計   57,031 100.0  59,751 100.0 2,719 
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前連結会計年度 
(平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
（平成18年２月28日） 

増減高 

区分 金額（百万円） 構成比 
（％） 金額（百万円） 構成比 

（％） 
金額 

(百万円) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

支払手形及び買掛金   7,697   8,307  610 

短期借入金 ※１  12,814   10,252  △2,561 

1年以内償還予定社債   ―   3,000  3,000 

未払法人税等   134   617  482 

未回収商品券   1,808   1,955  147 

賞与引当金   304   289  △15 

ポイントカード引当金   51   71  19 

その他   3,732   4,085  353 

流動負債合計   26,543 46.5  28,579 47.8 2,035 

Ⅱ 固定負債         

社債   3,000   ―  △3,000 

長期借入金 ※１  6,268   8,630  2,362 

繰延税金負債   776   1,535  758 

退職給付引当金   342   372  30 

役員退職慰労引当金   723   767  44 

受入保証金   1,882   1,919  36 

その他   208   153  △55 

固定負債合計   13,201 23.1  13,378 22.4 176 

負債合計   39,745 69.7  41,957 70.2 2,212 

(少数株主持分)         

少数株主持分   240 0.4  131 0.2 △108 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金   7,132 12.5  7,132 11.9 ― 

Ⅱ 資本剰余金   5,661 9.9  5,661 9.5 ― 

Ⅲ 利益剰余金   3,235 5.7  3,618 6.1 383 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   1,050 1.8  1,661 2.8 611 

Ⅴ 自己株式 ※４  △33 △0.1  △411 △0.7 △378 

資本合計   17,045 29.9  17,662 29.6 616 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  57,031 100.0  59,751 100.0 2,719 
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② 【連結損益計算書】 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

増減高 前期比 

区分 金額(百万円) 百分比 
（％） 

金額(百万円) 百分比 
（％） 

金額(百万円) 比率 
（％） 

Ⅰ 売上高  93,730 100.0 94,756 100.0 1,025 101.1 

Ⅱ 売上原価  67,329 71.8 68,456 72.2 1,127 101.7 

売上総利益  26,401 28.2 26,299 27.8 △101 99.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 24,752 26.4 24,632 26.0 △120 99.5 

営業利益  1,648 1.8 1,667 1.8 18 101.1 

Ⅳ 営業外収益  397 0.4 539 0.6 142 135.9 

受取利息  13  14  0  

受取配当金  48  50  2  

債務勘定整理益  196  196  △0  

受取協賛金  ―  123  123  

その他  138  154  16  

Ⅴ 営業外費用  506 0.5 512 0.5 5 101.1 

支払利息  343  318  △25  

債務勘定整理益繰戻損  117  123  6  

その他  46  70  24  

経常利益  1,538 1.6 1,693 1.8 155 110.1 

Ⅵ 特別利益  74 0.1 777 0.8 702 ― 

投資有価証券売却益  74  766  691  

その他  ―  10  10  

Ⅶ 特別損失  524 0.6 1,054 1.1 530 201.2 

固定資産売却損 ※２ 238  2  △235  

固定資産除却損 ※３ 286  396  110  

貸倒引当金繰入額  ―  650  650  

その他  ―  6  6  

税金等調整前当期純利益  1,089 1.2 1,416 1.5 327 130.0 

法人税、住民税及び事業税  251 0.3 672 0.7 420 267.3 

法人税等調整額  159 0.2 147 0.2 △12 92.3 

少数株主利益  72 0.1 ― ― △72 ― 

少数株主損失  ― ― 59 0.1 59 ― 

当期純利益  605 0.6 655 0.7 50 108.4 
 



 12 

③ 【連結剰余金計算書】 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

増減高 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

（資本剰余金の部）       

Ⅰ 資本剰余金期首残高   5,660  5,661 0 

Ⅱ 資本剰余金増加高       

自己株式処分差益  0 0 ― ― △0 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   5,661  5,661 ― 

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ 利益剰余金期首残高   2,902  3,235 332 

Ⅱ 利益剰余金増加高       

当期純利益  605 605 655 655 50 

Ⅲ 利益剰余金減少高       

配当金  266  265   

役員賞与  6 272 6 272 △0 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   3,235  3,618 383 
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

増減高 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 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  1,089 1,416 327 

減価償却費  1,709 1,671 △38 

連結調整勘定償却額  △1 △1 ― 

貸倒引当金増減額  △16 669 685 

賞与引当金減少額  △13 △15 △2 

退職給付引当金増加額  33 30 △2 

役員退職慰労引当金増加額  48 44 △4 

ポイントカード引当金増加額  35 19 △15 

受取利息及び受取配当金  △61 △65 △3 

支払利息  343 318 △25 

持分法による投資利益  △25 △22 2 

固定資産除却損  286 396 110 

固定資産売却損益  238 5 △232 

投資有価証券売却損益  △74 △766 △691 

売上債権の増減額  352 △250 △602 

たな卸資産の増減額  79 △104 △184 

仕入債務の増減額  △413 610 1,024 

未回収商品券の増加額  25 147 121 

その他  △679 △356 323 

小計  2,955 3,746 791 

利息及び配当金の受取額  63 67 3 

利息の支払額  △353 △327 25 

法人税等の支払額  △426 △253 172 

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,239 3,232 993 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △2,483 △2,030 453 

有形固定資産の売却による収入  88 2 △86 

無形固定資産の取得による支出  △56 △88 △31 

投資有価証券の取得による支出  △1 △402 △401 

投資有価証券の売却による収入  100 773 672 

子会社株式取得による支出  ― △76 △76 

貸付けによる支出  △4 △6 △1 

貸付金の回収による収入  12 11 △1 

その他  68 211 143 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,276 △1,606 670 
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前連結会計年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

増減高 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の増減額  △1,100 △2,761 △1,661 

長期借入れによる収入  200 3,500 3,300 

長期借入金の返済による支出  △466 △938 △471 

配当金の支払額  △265 △265 0 

少数株主への配当金の支払額  △2 △2 ― 

自己株式(単元株式)の取得による支出  ― △350 △350 

その他  △6 △28 △22 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,642 △847 794 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △1,679 779 2,458 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,181 1,502 △1,679 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,502 2,281 779 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 
１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社数9社 
㈱アターブル松屋、㈱シービーケー、㈱東栄商会、㈱エムアンドエー、㈱東京生活研究所、㈱スキャンデ
ックス、㈱松屋友の会、㈱エムジー商品試験センター、㈱シーエムディー 
連結子会社数は前連結会計年度に㈱セイバリーが清算結了したため、10社から9社に減少しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数2社 
㈱ギンザコア、㈱銀座インズ 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社である㈱アターブル松屋、㈱スキャンデックスの決算日は 12月 31日であるため、連結財務諸
表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、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。 

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 
満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) 
その他有価証券 
時価のあるもの  決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定) 
時価のないもの  移動平均法による原価法 

②たな卸資産 
親会社は売価還元原価法(ただし、絵画及び美術工芸品は個別法による原価法）、連結子会社は個別法
による原価法、移動平均法による原価法又は最終仕入原価法を採用しております。 
③デリバティブ  時価法 

（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 
親会社・・・・・定額法 
連結子会社・・・定率法 
ただし、平成10年4月以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については定額法 
②無形固定資産  定額法 
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法 

（３）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金  
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り、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 
②賞与引当金 
従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

③ポイントカード引当金 
ポイントカード会員に対して発行するお買物券の利用に備えるため、将来のお買物券利用見積り額の
うち、当連結会計年度末に発生していると認められる額を計上しております。 
④退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当
連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。会計基準変更時差異につい
ては、15年による按分額を費用処理しております。また、制度変更による過去勤務債務については、
そ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（11年、15年）による定額法により、
発生年度から費用処理しております。なお、数理計算上の差異は、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(11年、15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役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく要支給額を計上しております。 

（４）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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。 
 
 



 16  

（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、金利スワップ取引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。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務について
は、振当処理を行っております。 
②ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段：金利スワップ取引及び為替予約取引 
ヘッジ対象：借入金に係る支払金利及び外貨建の輸入取引 
③ヘッジ方針 
借入債務の金利変動リスク及び外貨建債務の為替変動リスクを回避することを目的としてヘッジを
行っております。 
④ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ取引担当部署が、半年毎に個々の取引特性に応じて策定したヘッジ有効性評価の方法に基づき
評価を行っております。 

（６）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。 

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。 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定の償却については、発生日以後５年間で均等償却しております。 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

連結剰余金計算書は連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成して
おります。 

８．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ヵ月以内に
償還期限の到来する短期投資からなっております。 
 

注記事項 
(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

※１ 担保資産 

①担保に供している資産  

 建物及び構築物 593百万円 

 土地 7,275 

②対応する債務  

 短期借入金 420百万円 

長期借入金 5,080 
 

※１ 担保資産 

①担保に供している資産  

 建物及び構築物 571百万円 

 土地 7,275 

②対応する債務  

 短期借入金 324百万円 

 長期借入金 5,176 
 

※２ 関連会社に係る注記 
関連会社に対する主なものは、次のとおりであり
ます。 
投資有価証券(株式) 384百万円

 

※２ 関連会社に係る注記 
関連会社に対する主なものは、次のとおりであり
ます。 
投資有価証券(株式) 411百万円

 
３ 偶発債務 
保証債務 
 従業員住宅資金借入 8百万円 
 

３ 偶発債務 
保証債務 
 従業員住宅資金借入 5百万円 
 

※４ 自己株式の保有数 
連結会社及び持分法適用の関連会社が保有する
連結財務諸表提出会社の株式の数は、以下のとお
りであります。 
普通株式 74千株 

 

※４ 自己株式の保有数 
連結会社及び持分法適用の関連会社が保有する
連結財務諸表提出会社の株式の数は、以下のとお
りであります。 
普通株式 293千株 
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(連結損益計算書関係) 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 
役員報酬及び給料・手当 9,048百万円 

広告宣伝費 1,243 

賞与 980 

賞与引当金繰入額 222 

役員退職慰労引当金繰入額 77 

減価償却費 1,610 

賃借料 3,044  

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 
役員報酬及び給料・手当 8,760百万円 

広告宣伝費 1,275 

賞与 1,098 

賞与引当金繰入額 249 

役員退職慰労引当金繰入額 76 

減価償却費 1,569 

賃借料 2,933  
※２ 固定資産売却損の主なものは、親会社の建物及び

土地の売却によるものであります。 
―――――――――― 

 

※３ 固定資産除却損の主なものは、親会社及び子会社

の旧設備等の除却によるものであります。 
※３ 固定資産除却損の主なものは、親会社及び子会社

の旧設備等の除却によるものであります。 
 
(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記
載されている科目の金額との関係 
現金及び預金勘定 1,502百万円

現金及び現金同等物の期末残高 1,502百万円 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記
載されている科目の金額との関係 
現金及び預金勘定 2,281百万円

現金及び現金同等物の期末残高 2,281百万円 
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(リース取引関係) 

有価証券報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

(有価証券関係) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

区分 連結貸借対照
表計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照
表計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの 

― ― ― ― ― ― 

小計 ― ― ― ― ― ― 

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えないもの 

      

国債 10 10 △0 10 9 △0 

小計 10 10 △0 10 9 △0 

合計 10 10 △0 10 9 △0 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照
表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照
表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

      

株式 2,118 3,701 1,582 1,703 4,489 2,786 

その他 20 20 0 20 30 10 

小計 2,139 3,722 1,582 1,723 4,520 2,796 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの       

株式 4 3 △0 308 304 △4 

その他 61 53 △8 10 9 △0 

小計 66 57 △9 318 314 △4 

合計 2,205 3,779 1,573 2,042 4,834 2,792 

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

区分 前連結会計年度 当連結会計年度 

売却額(百万円) 100 1,366 

売却益の合計額(百万円) 74 778 

売却損の合計額(百万円) ― 4 
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４ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 
区分 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

 その他有価証券   

非上場株式 418 384 

 

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

前連結会計年度 

種類 １年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券（国債） ― 10 ― ― 

合計 ― 10 ― ― 

 

当連結会計年度 

種類 １年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券（国債） ― 10 ― ― 

合計 ― 10 ― ― 

 

（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度末 

 有価証券報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

当連結会計年度末 

 有価証券報告書についてＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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(退職給付関係) 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１ 採用している退職給付制度の概要 
当社及び連結子会社は、確定給付型制度として、
適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けており
ます。また、従業員の退職等に際して、退職給付会
計に準拠した数理計算による退職給付の対象とされ
ない割増退職金を支払う場合があります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 
同左 

２ 退職給付債務に関する事項 ２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △5,929百万円  

②年金資産 2,528  

③未積立退職給付債務 △3,401  

④会計基準変更時差異の未処理額 2,639  

⑤未認識過去勤務債務 263  

⑥未認識数理計算上の差異 660  

⑦貸借対照表計上額純額 161  

⑧前払年金費用 503  

⑨退職給付引当金 △342  

（注)㈱アターブル松屋を除く連結子会社は、退職給付
債務の算定にあたり、簡便法を採用しておりま
す。 

①退職給付債務 △5,915百万円

②年金資産 3,271 

③未積立退職給付債務 △2,644 

④会計基準変更時差異の未処理額 2,399 

⑤未認識過去勤務債務 257 

⑥未認識数理計算上の差異 250 

⑦貸借対照表計上額純額 262 

⑧前払年金費用 635 

⑨退職給付引当金 △372 

（注）         同左 

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 315百万円 

②利息費用 114  

③期待運用収益 △65  

④会計基準変更時差異の費用処理額 239  

⑤数理計算上の差異の費用処理額 66  

⑥過去勤務債務の費用処理額 6  

⑦退職給付費用 677  

(注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用
は、①勤務費用に計上しております。 

①勤務費用 342百万円 

②利息費用 113 

③期待運用収益 △76 

④会計基準変更時差異の費用処理額 239 

⑤数理計算上の差異の費用処理額 60 

⑥過去勤務債務の費用処理額 6 

⑦退職給付費用 686 

(注)          同左 

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

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

②割引率 2.0％ 

③期待運用収益率 3.5％ 

④過去勤務債務の額の処理年数 11年、15年 

(発生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数による定額法により、発生年度
から費用処理しております。) 

⑤数理計算上の差異の処理年数 11年、15年 

(発生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数による定額法により、発生年度
の翌連結会計年度から費用処理しておりま
す。) 

⑥会計基準変更時差異の処理年数 15年 
 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

②割引率 2.0％ 

③期待運用収益率 3.5％ 

④過去勤務債務の額の処理年数 11年、15年 

同左 
 
 

⑤数理計算上の差異の処理年数 11年、15年 

同左 
 
 
 

⑥会計基準変更時差異の処理年数 15年 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

繰延税金資産  

たな卸資産評価損 104百万円

未払事業所税 31 

賞与引当金 175 

貸倒引当金限度超過額 22 

投資有価証券評価損 159 

退職給付引当金限度超過額 120 

役員退職慰労引当金 295 

固定資産の未実現利益 139 

繰越欠損金 95 

関係会社の投資に係る税効果 125 

その他 117 

繰延税金資産小計 1,387 

評価性引当額 △160 

繰延税金資産合計 1,226 

  

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △631百万円

有価証券評価差額金 △522 

その他 △82 

繰延税金負債合計 △1,236 

繰延税金資産の純額 △10 
  
当連結会計年度末現在の繰延税金資産の純額は、
連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

流動資産(繰延税金資産) 512百万円

固定資産(繰延税金資産) 254 

固定負債(繰延税金負債) △776 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

繰延税金資産  

たな卸資産評価損 96百万円

未払事業税 67 

賞与引当金 220 

貸倒引当金限度超過額 203 

退職給付引当金限度超過額 142 

役員退職慰労引当金 314 

固定資産の未実現利益 151 

繰越欠損金 131 

関係会社の投資に係る税効果 138 

その他 158 

繰延税金資産小計 1,625 

評価性引当額 △492 

繰延税金資産合計 1,132 

  

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △631百万円

有価証券評価差額金 △1,137 

その他 △135 

繰延税金負債合計 △1,905 

繰延税金資産の純額 △772 
    
当連結会計年度末現在の繰延税金資産の純額は、
連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

流動資産(繰延税金資産) 508百万円

固定資産(繰延税金資産) 254 

固定負債(繰延税金負債) △1,535 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異発生原因の主な項目別の内訳 

法定実効税率 42.0％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.2 

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 

△0.5 

地方税均等割 1.3 

税務上の繰越欠損金 △4.5 

評価性引当額の減少 △3.4 

その他 △0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.8 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異発生原因の主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.5 

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 

△0.5 

税効果未認識の未実現利益の実現 △8.3 

回収時期未定の一時差異 19.9 

評価性引当額の増加 6.0 

租税特別措置法による特別控除 △1.3 

その他 △1.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 57.9 
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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16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

 
百貨店業 

(百万円) 

飲食業 

(百万円) 

ビル総合 
管理業 
(百万円) 

輸入商品 
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) 

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 

78,554 8,685 4,045 1,464 981 93,730 ― 93,730 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

167 349 2,633 143 2,917 6,212 (6,212) ― 

計 78,721 9,034 6,678 1,608 3,899 99,943 (6,212) 93,730 

営業費用 77,542 8,929 6,523 1,423 3,885 98,304 (6,222) 92,082 

営業利益 1,179 105 155 184 13 1,638 9 1,648 
         

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

        

資産 43,942 5,135 2,101 642 2,745 54,567 2,464 57,031 

減価償却費 1,411 262 8 5 59 1,747 (37) 1,709 

資本的支出 2,038 76 0 5 27 2,148 (61) 2,086 

 
 
 

当連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

 
百貨店業 

(百万円) 

飲食業 

(百万円) 

ビル総合 
管理業 
(百万円) 

輸入商品 
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) 

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 

80,505 7,634 4,014 1,633 969 94,756 ― 94,756 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

212 275 2,802 145 2,804 6,240 (6,240) ― 

計 80,717 7,909 6,816 1,778 3,773 100,997 (6,240) 94,756 

営業費用 79,307 8,025 6,671 1,589 3,765 99,360 (6,270) 93,089 

営業利益又は 
営業損失(△) 

1,410 △116 144 189 7 1,637 30 1,667 
         

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

        

資産 46,810 4,720 2,354 843 2,887 57,615 2,135 59,751 

減価償却費 1,467 190 5 5 45 1,713 (42) 1,671 

資本的支出 2,604 164 26 7 30 2,832 (74) 2,758 

(注) １ 事業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 各事業の内容又は主な商製品  

百貨店業……………百貨店業、通信販売業及びこれらに関連する製造加工、輸出入業、卸売業 

飲食業………………飲食業及び結婚式場の経営 

ビル総合管理業……警備、清掃、設備保守・工事、建築内装工事業等 

輸入商品卸売業……輸入商品の卸売 

その他事業…………広告・宣伝制作請負、マーケティング情報提供、用度品・事務用品の納入、ＯＡ機器類の

リース、保険代理業、商品販売の取次ぎ、商品検査業務等 

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

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度5,555百万円、当連結会計年度5,379百

万円であり、その主なものは、親会社での長期投資資金(投資有価証券)等の一部であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社

がないため、該当事項はありません。 
 

【海外売上高】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省

略しております。 

 

(重要な後発事象) 

(1) 退職給付制度の改定について 
当社は、平成18年３月20日開催の取締役会において、平成18年６月１日(予定)に適格退職年金を廃止

し、確定拠出年金、キャッシュバランスプラン及び規約型確定給付企業年金に移行することを決議いた

しました。これにより、平成19年２月期において、退職給付債務及び年金資産の減少並びに移行に伴う

一括拠出及び会計基準変更時差異等の一括償却からなる損失の発生を見込んでおります。 

(2) 再就職支援制度の実施について 
当社は、平成18年３月20日開催の取締役会において、再就職支援制度として｢セカンドキャリア支援制

度・特別プラン｣を実施し、平成18年４月17日から４月30日までの期間を設けて同年５月31日を退職日と

する60名程度の退職者を募集することを決議いたしました。これにより、平成19年２月期において、特

別加算金等の支払及び退職者に係る会計基準変更時差異等の一括償却からなる損失の発生を見込んでお

ります。 

(3) 連結子会社の分割及び持株会社体制への移行について 
当社の連結子会社である㈱アターブル松屋は、平成18年４月１日付で会社分割を行い、持株会社㈱ア

ターブル松屋ホールディングスに移行し、その持株会社の下、事業部門ごとに６つの会社を設立いたし

ました。会社ごとの迅速な意思決定システムを構築し、固有の営業ノウハウの開発・集積を図り、飲食

事業において最大の成果を上げることが目的であります。分割後の各社の概要は以下のとおりでありま

す。 

 

会 社 名 
資本金 
(百万円) 

主要な事業内容 

㈱アターブル松屋ホールディングス(持株会社) 90 下記事業会社の事業活動の支配・管理 

㈱アターブル松屋 10 婚礼宴会事業 

㈱エノテーカピンキオーリジャパン 10 イタリアレストラン事業 

㈱アターブルカンティネッタ 10 イタリアレストラン事業 

㈱アターブルダイニング 10 レストラン事業 

㈱アターブル松屋フードサービス 10 職員食堂・従業員食堂事業 

㈱アターブルグリーンレストラン 10 ゴルフ場レストラン事業 

 

(4) 連結子会社の退職給付制度の改定について 
当社の連結子会社である㈱アターブル松屋は、適格退職年金を廃止し、平成18年３月１日付で確定拠

出年金に移行いたしました。これにより、平成19年２月期の連結会計年度において、退職給付債務及び

年金資産の減少並びに移行に伴う一括拠出及び会計基準変更時差異等の一括償却からなる59百万円の損

失の計上を予定しております。 

 

 




