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平成19年２月期     中間決算短信（連結）         平成18年10月16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10月16日 
米国会計基準採用の有無  有・○無 
 
１．18年８月中間期の連結業績（平成18年３月１日～平成18年８月31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８月中間期 
17年８月中間期 

46,219 （  1.7） 
45,463 （ △1.4） 

862 （ 58.6） 
543 （△27.2） 

890 （ 64.2） 
542 （△22.4） 

18年２月期 94,756 （  1.1） 1,667 （   1.1） 1,693 （  10.1） 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭 円  銭 

18年８月中間期 
17年８月中間期 

△1,772 （  －） 
261 （△19.4） 

△33  44 
4  90 

    －  －  
－  －  

18年２月期 655 （  8.4） 12  29 12  27  
(注)①持分法投資損益    18年８月中間期 12百万円 17年８月中間期 15百万円 18年２月期 22百万円 
    ②期中平均株式数(連結) 18年８月中間期 52,990,181株 17年８月中間期 53,201,548株 
              18年２月期   53,101,135株 

    ③会計処理の方法の変更   ㊒ ・ 無 
    ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2)連結財政状態 
 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 

18年８月中間期 
17年８月中間期 

59,819 
58,429 

15,473 
17,193 

25.5 
29.4 

288  44 
324  36 

18年２月期 59,751 17,662 29.6 333    22  
(注)期末発行済株式数(連結） 18年８月中間期 52,895,563株 17年８月中間期 53,005,318株 
         18年２月期   52,995,748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８月中間期 
17年８月中間期 

△1,207 
1,618 

△1,960 
△1,674 

2,980 
△64 

2,095 
1,381 

18年２月期 3,232 △1,606 △847 2,281 
 
(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 15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) 6社  (除外) －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  ％ 
通   期 96,800  2.2 2,400 44.0  2,250 32.8  △750 ―  
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  △14円17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５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。 

＜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㈱アターブル松屋ホールディングス、㈱アターブル松屋、㈱アターブルイーピー、㈱アタ

ーブルカンティネッタ、㈱アターブルダイニング、㈱アターブル松屋フードサービス、㈱アターブルグリーン

レストランが飲食業及び結婚式場の経営等を行っております。 

＜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、OA 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

㈱松屋等の各種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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

（注） 連結会社

㈱スキャンデックス
輸入商品の卸売

㈱銀座インズ

連結財務諸表提出会社

（輸入商品卸売業）

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙ松屋ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

（ビル総合管理業）

㈱シービーケー
清掃、警備、設備保守

商品販売の取次ぎ

㈱ギンザコア

㈱ 松 屋

（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ情報ｻｰﾋﾞｽ）ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ情報提供

㈱エムアンドエー
広告・宣伝制作請負 （広告・宣伝制作）

建築内装工事

㈱東京生活研究所

（商品販売の取次ぎ）
㈱松屋友の会

（商品検査）
㈱ｴﾑｼﾞｰ商品試験ｾﾝﾀｰ

（不動産賃貸業）

商品検査業務の受託

（不動産賃貸業）

用度品・事務用品の納入

[事業の系統図]

（百貨店業） （その他事業）

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙ松屋
ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

（卸売・保険代理・ﾘｰｽ業）
ＯＡ機器類のリース ㈱東栄商会

持分法適用関連会社

(平成18年8月3日清算結了)
㈱シーエムディー

（飲食業）

引出物卸売

食堂部門の卸売

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙｶﾝﾃｨﾈｯﾀ

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙｲｰﾋﾟｰ

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙ松屋

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙｸﾞﾘｰﾝﾚｽﾄﾗﾝ
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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。 
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経営成績及び財政状態 
(1) 経営成績 
①当中間連結会計期間の概況 
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴う設備投資の増加や雇用・所得環境の

改善など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、消費マインドの好転に伴い、季節商品や高額商品に動きが見られるなど好

調なスタートを切ったものの、天候不順や株式市場の低迷の影響もあり、東京地区百貨店売上高は前年を

僅かながら下回る結果となりました。 
この間におきまして当社グループは、長期的な企業価値向上に向けた「成長基盤確立３ヵ年計画」の達

成に向けて「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）」、「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、企業体質をより強固なものとすべく経営・営業基盤の確立に向けて取り組

んでまいりました。以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は、46,219百万円（前年同期比 101.7％）、
経常利益 890百万円（前年同期比 164.2％）となりました。また、「固定資産の減損に係る会計基準」適用
に伴う特別損失として 775 百万円、「セカンドキャリア支援制度・特別プラン」の実施による特別損失と
して 1,920 百万円、「退職給付制度の改定」による特別損失として 900 百万円を計上したことにより中間
純損失は 1,772百万円となりました。 

 
②セグメント別の業績 

百貨店業は、当社の銀座本店におきましては、2001 年のリニューアルから 5 周年にあたる本年を第 2
次リニューアルの期と位置づけ、9 月のグランドオープンに向けて食品・婦人部門を中心とした大規模な
改装を段階的に実施いたしました。特に、食品フロアではマルシェ（市場）をイメージした洋惣菜売場「グ

ルマルシェ」を７月にオープンいたしました。また、「与勇輝 人形芸術の世界」をはじめとした集客力の
ある文化催事を実施し、銀座地区における「圧倒的地域一番店の確立」に向けて取り組んでまいりました。

その結果、リニューアル工事の影響により売場面積が一時的に減少したものの、昨年実施した改装効果も

あり、前年売上高を確保するに至りました。 
浅草支店におきましては、地域特性に合わせた食品売場の環境整備や衣料品・雑貨のブランド改廃を行

うと同時に、開店 75 周年にあたる本年は、宣伝媒体の増強、記念催事の実施など、徹底した集客増、催
事・イベントの強化に取り組んでまいりました。 
外販部門におきましては、優良法人企業の新規口座開拓に努め、販促品・建装物件の受注拡大を図って

まいりました。また、個人顧客に対しては顧客特性に合わせ、各種フェアや催事などへの計画的な来店促

進策を実施し、売上高の拡大に努めてまいりました。 
以上の結果、売上高は 38,680百万円（前年同期比 100.0％）、営業利益は 636百万円（前年同期比 131.0％）
となりました。 
＜飲食業＞  
飲食業におきましては、事業ごとの固有のノウハウの開発・集積を図るため、本年 4月 1日付で会社分
割を行い、㈱アターブル松屋ホールディングス及び 6つの事業会社からなる持株会社体制へ移行いたしま
した。婚礼事業におきましては、神前挙式への関心の高まりを背景に、宣伝政策の強化などの施策が奏功

し、婚礼数が大幅に増加いたしました。また、4 月より江戸川区及び中央区において、公共施設の運営・
管理業務を行う指定管理者に選定されるなど営業基盤の強化に努めました。その他の事業会社におきまし

てもメニューの見直しやフェアの実施等の積極的な営業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 4,286百万円（前年同期比 108.1％）、営業利益は 66百万円となりました。 
＜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、建装部門では設計から施工までの一貫した

受注を目指し、ビルメンテナンス部門では既存及び新規顧客に向けたビル総合管理の提案を行うなど、積

極的な営業を展開してまいりました。以上の結果、売上高は 3,805百万円（前年同期比 112.4％）、営業利
益は 77百万円（前年同期比 231.8％）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・食器ととも
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に、ベビー関連商品の販売に注力してまいりました。特にベビー関連商品は、ショップ展開を推進し、一

店舗あたりの取扱数量の拡大、フルラインの品揃えによる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 960百万円（前年同期比 112.1％）、また欧州通貨高による為替影響により営業利益
は 75百万円（前年同期比 81.4％）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張し増収増益となりました。㈱エムジー商品試験センターは、小売

業、製造業等の衛生指導及び食品検査の獲得に努力した結果、増収増益となりました。㈱エムアンドエー

は、新規顧客の獲得に努力した結果、増収増益となりました。㈱東京生活研究所は、海外プロジェクトの

売上の伸張により増収増益となりました。㈱松屋友の会は取次手数料が好調に推移し、増収増益となりま

した。この結果、その他事業全体としての売上高は 1,908 百万円（前年同期比 104.7％）、営業利益は 40
百万円となりました。 
③通期の見通し 
今後の経済情勢につきましては、米国の景気減速リスクや原油価格など海外情勢に不透明な要素がある

ものの、企業の設備投資の堅調さや、所得水準の改善を反映した個人消費の増加などに支えられ、景気回

復は続くものと思われます。 
百貨店業界におきましては、個人消費の底堅い動きに支えられ、今後も堅調に推移するものと思われま

すが、都心百貨店の大規模なリニューアルや大型ショッピングセンターの開業など、企業間・業態間の競

争は厳しさを増していくものと思われます。 
このような状況下、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、その他周辺サポー

ト事業を加えて構成される松屋グループにおきましては、引き続き「成長基盤確立 3ヵ年計画」の諸施策
に取り組んでまいります。 
百貨店業では、当社の銀座本店におきましては、上質な暮らしを提案する「スペシャリティデパートメ

ントストア」を目指した５年ぶりとなる大規模な改装を実施し、９月８日にグランドオープンをいたしま

した。特に、銀座地区最大の下着売場「ル ランジェ」の開設やハンドバッグ売場の移設・改装など、各
フロアの商品構成の見直しを行い、買廻り性・回遊性の一層の向上を図り、圧倒的な地域一番店の確立に

努めてまいります。 
浅草支店におきましては、11月 1日の開店 75周年に合わせた大型物産展などの記念催事を開催し、地
元顧客に密着した品揃えの充実、サービスの向上に引き続き取り組んでまいります。 
外販部門におきましては、新規口座の開拓と既存口座の一層の深耕による営業基盤の拡大に努めてまい

ります。また、企業業績の改善に伴い拡大するビジネスチャンスを捉えるため商品開発力を強化し、企業

販促品やビル･住宅のリフォームなどの受注の拡大を目指してまいります。 
飲食業であります㈱アターブル松屋ホールディングス及びその事業会社におきましては、資本・業務提

携によるブライダルビジネスの更なる強化や、新規出店や既存事業所の効率化など、事業会社ごとの特性

を活かした諸施策を実行することにより売上の拡大を図ってまいります。 
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、きめ細かな営業活動を実施し、売上高の更

なる拡大を目指してまいります。建装部門では物件ごとの原価管理を徹底し、また、ビルメンテナンス部

門では外注取引先の集約を図り、収益力の向上に努めてまいります。 
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、主要取扱ブランドであるストッケ及び

イッタラのブランド価値の向上、売上の拡大に努めてまいります。ストッケではベビー関連商品の取引先

におけるショップ展開を推進してまいります。また、イッタラでは国内総代理店として新規取扱商品の拡

大やブランドイメージの更なる向上に取り組み、売上の拡大を目指してまいります。 
当社グループは、「百貨店事業を核として、グループの力を結集し、お客さま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」を目指し「成長基盤確立 3ヵ年計画」の諸施策を着実に
実行することにより、一層の企業価値向上に努めてまいる所存でございます。 
平成 19年 2月期の通期業績予想につきましては、売上高は 96,800百万円（前期比 102.2％）、営業利益

2,400百万円（前期比 144.0％）、経常利益 2,250百万円（前期比 132.8％）、当期純損失 750百万円を見込
んでおります。 
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(2) 財政状態 
連結キャッシュ・フローの状況 
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、186 百万円減少し、

2,095百万円となりました。 
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
｢営業活動によるキャッシュ・フロー｣は、税金等調整前中間純損失△3,077百万円、減価償却費 744百
万円、減損損失 775百万円の計上、売上債権の減少 527百万円、仕入債務の減少△241百万円、法人税等
の支払額△571百万円、また、当中間連結会計期間に行った退職給付制度の改定及び再就職支援制度につ
きましては、それぞれ 900百万円、1,920百万円の特別損失が発生し、それに伴い△1,444百万円、△1,264
百万円の支払額がそれぞれ発生しております。以上の結果、△1,207 百万円となり、前中間連結会計期間
に比べ 2,825百万円の減少となりました。 
｢投資活動によるキャッシュ・フロー｣は、主に有形固定資産の取得による支出△1,505 百万円、投資有
価証券の取得による支出△1,188 百万円、投資有価証券の売却による収入 601 百万円等により△1,960 百
万円となり、前中間連結会計期間に比べ 285百万円の減少となりました。 
｢財務活動によるキャッシュ・フロー｣は、借入金の増加 3,310 百万円、自己株式(単元株式)の取得によ
る支出△195百万円、配当金の支払額△132百万円等により 2,980百万円となり、前中間連結会計期間に
比べ 3,045百万円の増加となりました。 
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 16年 8月 
中間期 平成17年2月期 平成 17年 8月 

中間期 平成18年2月期 平成 18年 8月 
中間期 

自己資本比率(％) 29.2 29.9 29.4 29.6 25.5 

時価ベースの自己資本比率(％) 45.9 76.6 135.0 227.5 164.5 

債務償還年数(年) 8.8 9.9 7.0 6.8 ― 

インタレスト･カバレッジ･レシオ(倍) 6.8 6.3 9.5 9.9 ― 

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 
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。 
※債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。 
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① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間 

(平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(平成18年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年２月28日) 

区分  金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

現金及び預金  1,381  2,095  2,281  

受取手形及び売掛金  6,425  6,358  6,886  

たな卸資産  4,876  4,905  4,923  

繰延税金資産  427  1,355  508  

その他  1,637  838  1,432  

貸倒引当金  △165  △33  △67  

流動資産合計  14,581 25.0 15,519 25.9 15,965 26.7 

Ⅱ 固定資産        

(1) 有形固定資産 ※１       

建物及び構築物 ※２ 14,636  13,349  14,255  

土地 ※２ 15,158  15,158  15,158  

建設仮勘定  97  665  262  

その他  994  923  982  

有形固定資産合計  30,886 52.9 30,096 50.3 30,659 51.3 

(2) 無形固定資産  564 1.0 553 0.9 556 0.9 

(3) 投資その他の資産        

投資有価証券  5,208  6,750  5,640  

長期貸付金  543  1,125  1,169  

繰延税金資産  311  435  254  

支払保証金  4,292  4,067  4,072  

その他  2,095  2,143  2,263  

貸倒引当金  △56  △873  △830  

投資その他の資産合計  12,396 21.2 13,649 22.8 12,568 21.0 

固定資産合計  43,847 75.0 44,300 74.1 43,785 73.3 

資産合計  58,429 100.0 59,819 100.0 59,751 100.0 
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前中間連結会計期間 

(平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(平成18年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年２月28日) 

区分 金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)       

Ⅰ 流動負債        

支払手形及び買掛金  7,943  8,066  8,307  

短期借入金 ※２ 11,091  13,357  10,252  

1年以内償還予定社債  ―  3,000  3,000  

未払法人税等  173  198  617  

未回収商品券  1,883  1,942  1,955  

賞与引当金  349  425  289  

ポイントカード引当金  60  75  71  

その他  3,727  4,149  4,085  

流動負債合計 25,229 43.2 31,214 52.2 28,579 47.8 

Ⅱ 固定負債        

社債  3,000  ―  ―  

長期借入金 ※２ 8,424  8,836  8,630  

繰延税金負債  1,111  777  1,535  

退職給付引当金  357  274  372  

役員退職慰労引当金  725  675  767  

受入保証金  1,919  1,870  1,919  

その他  261  697  153  

固定負債合計  15,799 27.0 13,131 22.0 13,378 22.4 

負債合計  41,028 70.2 44,346 74.1 41,957 70.2 

(少数株主持分)       

少数株主持分  206 0.4 ― ― 131 0.2 

(資本の部)       

Ⅰ 資本金  7,132 12.2 ― ― 7,132 11.9 

Ⅱ 資本剰余金  5,661 9.7 ― ― 5,661 9.5 

Ⅲ 利益剰余金  3,356 5.7 ― ― 3,618 6.1 

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,437 2.5 ― ― 1,661 2.8 

Ⅴ 自己株式  △394 △0.7 ― ― △411 △0.7 

資本合計  17,193 29.4 ― ― 17,662 29.6 

負債、少数株主持分及び資本合計 58,429 100.0 ― ― 59,751 100.0 

(純資産の部)       

Ⅰ 株主資本        

  資本金    7,132    

  資本剰余金    5,661    

  利益剰余金    1,710    

  自己株式    △607    

株主資本合計    13,896 23.2   

Ⅱ 評価・換算差額等        

  その他有価証券評価差額金   1,398    

  繰延ヘッジ損益    △37    

評価・換算差額等合計    1,360 2.3   

Ⅲ 新株予約権    7 0.0   

Ⅳ 少数株主持分    207 0.3   

純資産合計    15,473 25.9   

負債及び純資産合計   59,819 100.0   



 

 9 

② 【中間連結損益計算書】 

 

 
前中間連結会計期間 

(自平成17年３月１日 
至平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自平成18年３月１日 
至平成18年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自平成17年３月１日 
至平成18年２月28日) 

区分 
金額 

(百万円) 
百分比 
(％) 

金額 
(百万円) 

百分比 
(％) 

前年同期
比(％) 

金額 
(百万円) 

百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高  45,463 100.0 46,219 100.0 101.7 94,756 100.0 

Ⅱ 売上原価  32,657 71.8 33,232 71.9 101.8 68,456 72.2 

売上総利益  12,806 28.2 12,986 28.1 101.4 26,299 27.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 12,262 27.0 12,124 26.2 98.9 24,632 26.0 

営業利益  543 1.2 862 1.9 158.6 1,667 1.8 

Ⅳ 営業外収益  246 0.5 272 0.6 110.4 539 0.6 

受取利息  6  7   14  

受取配当金  41  54   50  

債務勘定整理益  105  104   196  

受取協賛金  36  59   123  

その他  56  47   154  

Ⅴ 営業外費用  247 0.5 243 0.5 98.4 512 0.5 

支払利息  160  162   318  

債務勘定整理益繰戻損  59  63   123  

その他  27  17   70  

経常利益  542 1.2 890 1.9 164.2 1,693 1.8 

Ⅵ 特別利益  15 0.0 71 0.2 474.1 777 0.8 

投資有価証券売却益  15  －   766  

主要株主株式売買利益金  －  19   －  

退職給付信託解約益  －  51   －  

その他  －  －   10  

Ⅶ 特別損失  75 0.2 4,039 8.7 － 1,054 1.1 

固定資産除却損 ※２ 75  418   396  

減損損失 ※３ －  775   －  

退職給付制度改定損失  －  900   －  

再就職支援制度関連損失  －  1,920   －  

貸倒引当金繰入額  －  －   650  

その他  －  25   8  

税金等調整前中間(当期)純利益 
又は税金等調整前中間純損失(△) 482 1.1 △3,077 △6.7 － 1,416 1.5 

法人税、住民税及び事業税  155 0.3 181 0.4 116.2 672 0.7 

法人税等調整額  95 0.2 △1,568 △3.4 － 147 0.2 

少数株主利益  － － 82 0.2 － － － 

少数株主損失  30 0.1 － － － 59 0.1 

中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) 

261 0.6 △1,772 △3.8 － 655 0.7 

 



 

 10 

③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日)             （単位 百万円） 

株主資本 評価・換算差額等 
                            

 
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主資

本合計 

その他有

価証券評

価差額金 

繰延 

ヘッジ 

損益 

評価・換

算差額等 

合計 

新株 

予約権 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

平成18年２月28日残高 7,132 5,661 3,618 △411 16,000 1,661 ― 1,661 ― 131 17,793 

中間連結会計期間中の 

変動額 
           

剰余金の配当   △132  △132      △132 

役員賞与   △2  △2      △2 

中間純損失   △1,772  △1,772      △1,772 

自己株式の取得    △196 △196      △196 

自己株式の処分  0  0 0      0 

株主資本以外の項目の 

中間連結会計期間中の

変動額(純額) 

     △263 △37 △301 7 76 △216 

中間連結会計期間中の 

変動額合計 
― 0 △1,907 △195 △2,103 △263 △37 △301 7 76 △2,320 

平成18年８月31日残高 7,132 5,661 1,710 △607 13,896 1,398 △37 1,360 7 207 15,473 

 

④ 【中間連結剰余金計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分  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   5,661  5,661 

Ⅱ 資本剰余金中間期末(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   3,235  3,235 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

中間(当期)純利益  261 261 655 655 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

配当金  133  265  

役員賞与  6 139 6 272 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高   3,356  3,618 
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⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度の要約 
連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

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    

税金等調整前中間(当期)純利益 
又は税金等調整前中間純損失(△) 

482 △3,077 1,416 

減価償却費 823 744 1,671 

貸倒引当金増減額 △7 8 669 

賞与引当金増減額 44 136 △15 

退職給付引当金増減額 15 △97 30 

役員退職慰労引当金増減額 1 △92 44 

受取利息及び受取配当金 △48 △61 △65 

支払利息 160 162 318 

固定資産除却損 75 418 396 

固定資産売却損益 2 1 5 

投資有価証券売却益 △15 ― △766 

減損損失 ― 775 ― 

退職給付制度改定損失 ― 900 ― 

再就職支援制度関連損失 ― 1,920 ― 

売上債権の増減額 210 527 △250 

たな卸資産の増減額 △56 18 △104 

仕入債務の増減額 245 △241 610 

未回収商品券の増減額 75 △13 147 

その他 △122 141 △360 

小計 1,888 2,171 3,746 

利息及び配当金の受取額 50 63 67 

利息の支払額 △169 △162 △327 

退職給付制度改定に伴う支払額 ― △1,444 ― 

再就職支援制度に伴う支払額 ― △1,264 ― 

法人税等の支払額 △151 △571 △253 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,618 △1,207 3,232 

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 △1,726 △1,505 △2,030 

有形固定資産の売却による収入 3 1 2 

無形固定資産の取得による支出 △46 △5 △88 

投資有価証券の取得による支出 △0 △1,188 △402 

投資有価証券の売却による収入 64 601 773 

貸付けによる支出 △4 ― △6 

貸付金の回収による収入 4 47 11 

その他 31 87 135 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,674 △1,960 △1,606 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度の要約 
連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

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 △2,098 3,504 △2,761 

長期借入れによる収入 3,000 500 3,500 

長期借入金の返済による支出 △469 △694 △938 

配当金の支払額 △133 △132 △265 

少数株主への配当金の支払額 △2 △1 △2 

自己株式(単元株式)の取得による支出 △350 △195 △350 

その他 △11 △0 △28 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △64 2,980 △847 

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 △121 △186 779 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,502 2,281 1,502 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 1,381 2,095 2,281 
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中間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 15社 
㈱アターブル松屋ホールディングス、㈱アターブル松屋、㈱アターブルイーピー、㈱アターブルカンティ

ネッタ、㈱アターブルダイニング、㈱アターブル松屋フードサービス、㈱アターブルグリーンレストラン、 
㈱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 
㈱シーエムディーについては、平成 18年 8月 3日に会社の清算が結了したことにより、清算結了日までの
損益計算書を連結しております。また、平成 18 年４月１日付で、㈱アターブル松屋は、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、事業部門ごとに以下の 6 つの
会社を設立いたしました。㈱アターブル松屋、㈱アターブルイーピー、㈱アターブルカンティネッタ、㈱

アターブルダイニング、㈱アターブル松屋フードサービス、㈱アターブルグリーンレストランであります。 
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．連結子会社の中間決算日等に関する事項 
連結子会社である㈱アターブル松屋ホールディングス、㈱アターブル松屋、㈱アターブルイーピー、㈱ア

ターブルカンティネッタ、㈱アターブルダイニング、㈱アターブル松屋フードサービス、㈱アターブルグ

リーンレストラン、㈱スキャンデックスの中間決算日は 6月 30日であるため、中間連結財務諸表の作成に
あたっては同日現在の中間財務諸表を使用し、中間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  中間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)及び一部の子会社の賃貸用資産については定額法) 

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。 
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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、当中間連結会計期間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の見込額に基

づき、当中間連結会計期間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、14 年及び 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。 

(追加情報) 
確定拠出年金法の施行に伴い、平成 18年 6月 1日より現行の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へ移行しております。「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」(平成 14年 1月 31日 企業会計基準適用指針第 1号)及び「退職給付制度間の移
行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(平成 14年 3月 29日 実務対応報告第 2号)を適用しており
ます。この移行に伴う影響額を特別損失として 900百万円計上しております。 
なお、親会社において、平均残存勤務期間が短くなったため、前連結会計年度に発生した数理計算上

の差異の費用処理年数を 15 年から 14 年に短縮しております。この費用処理年数の短縮による影響額
は軽微であります。 
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。 
（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．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・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。 
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会計処理の変更 
  (固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間連結会計期間より「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」(企業会計審議会 平成 14年 8月 9日)）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企
業会計基準委員会 平成 15年 10月 31日 企業会計基準適用指針第６号）を適用しております。これにより、
営業利益及び経常利益は 50百万円増加し、税金等調整前中間純損失は 724百万円増加しております。なお、
減損損失累計額については、当該各資産の金額から直接控除しております。 
また、セグメント情報に与える影響は、軽微であります。 
 

  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 
当中間連結会計期間より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成

17年 12月 9日 企業会計基準第 5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
(企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 9 日 企業会計基準適用指針第８号)を適用しております。なお、従
来の資本の部の合計に相当する金額は 15,295百万円であります。 
なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結期間における中間連結財務諸表は、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成しております。 
 

  (ストック・オプション等に関する会計基準等） 
当中間連結会計期間より「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 17 年

12月 27日 企業会計基準第 8号）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準委員会 最終改正平成 18年 5月 31日 企業会計基準適用指針第 11号）を適用しております。なお、こ
れにより株式報酬費用７百万円が費用として計上され、営業利益及び経常利益がそれぞれ７百万円減少し、

税金等調整前中間純損失が 7百万円増加しております。 
なお、セグメント情報に与える影響は、軽微であります。 
 

  (減価償却方法の変更) 
一部の子会社は、従来、賃貸用資産の減価償却の方法に定率法を採用しておりましたが、当中間連結会計

期間より定額法へ変更しております。この変更は、月次決算において収益との合理的な対応を図ることがで

きる定額法の方がより適切な処理方法であると判断したことによるものであります。この変更による営業利

益、経常利益、税金等調整前中間純損失及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。 
 

注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

※１有形固定資産 

減価償却累計額 23,034百万円
 

※１有形固定資産 

減価償却累計額 23,256百万円
 

※１有形固定資産 

減価償却累計額 23,232百万円
 

※２担保資産 

担保に供している資産 

 建物及び構築物 581百万円 

 土地 7,275百万円 

対応する債務  

 短期借入金 312百万円 

 長期借入金 5,188百万円 
 

※２担保資産 

担保に供している資産 

 建物及び構築物 560百万円 

 土地 7,275百万円 

対応する債務  

 短期借入金  336百万円 

 長期借入金 5,164百万円 
 

※２担保資産 

担保に供している資産 

 建物及び構築物 571百万円

 土地 7,275百万円

対応する債務 

 短期借入金  324百万円

 長期借入金 5,176百万円
 

 ３偶発債務 7百万円 

  従業員の住宅購入資金の借入に対
して債務保証を行っております。 

 ３偶発債務 4百万円 

   同左 
 

 ３偶発債務 5百万円

   同左 
 

 



 16  
 

 
(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

※１販売費及び一般管理費のうち主要
な費目及び金額は次のとおりであ
ります。 
役員報酬及び 
給料・手当 

4,408百万円 

賞与引当金繰入額 270百万円 

役員退職慰労引当
金繰入額 

42百万円 

賃借料 1,486百万円 
 

※１販売費及び一般管理費のうち主要
な費目及び金額は次のとおりであ
ります。 
役員報酬及び 
給料・手当 

4,326百万円 

賞与引当金繰入額 226百万円 

役員退職慰労引当
金繰入額 

16百万円 

賃借料 1,347百万円 

※１販売費及び一般管理費のうち主要
な費目及び金額は次のとおりであ
ります。 
役員報酬及び 
給料・手当 

8,760百万円 

賞与引当金繰入額 249百万円 

役員退職慰労引当
金繰入額 

76百万円 

賃借料 2,933百万円 
 

※２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。 

※２同左 ※２同左 

――――――― ――――――― 

 

※３当社グループは、以下の資産グル
ープについて減損損失を計上いた
しました。 

(1)減損損失を計上した資産グループの概
要 

(単位 百万円)

用途 場所 種類 金額 

店舗 
㈱松屋浅草店 
(東京都 
台東区) 

建物及び 

構築物等 
497 

飲食 

店舗 

東京都 

中央区等 

建物及び 

構築物等 
61 

賃貸 

不動産

等 

千葉県 

市原市等 

投資その他

の資産等 
216 

合計 775 

 
(2)固定資産の種類ごとの当該金額の内訳 

(単位 百万円)

固定資産の種類 金額 

建物及び構築物 479 

その他の有形固定資産 47 

無形固定資産 12 

投資その他の資産 210 

リース資産 25 

合計 775 

 当社グループは、キャッシュ・フロー
を生み出す最小単位として、主として店
舗を基本単位としてグルーピングをし
ております。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、
及び市場価格が著しく下落し、投資額の
回収が困難と見込まれた一部の賃貸不
動産等について、帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、当該減少額を特別損失に
計上しております。 
 なお、当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については、不
動産鑑定評価基準に準ずる不動産鑑定
士による評価額に基づき算定しており
ます。 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８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 当中間連結会計期間末 

普通株式（千株） 53,289 ― ― 53,289 

 

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 当中間連結会計期間末 

普通株式（千株） 293 100 0 394 

（注）１ 自己株式の増加100千株は、単元株式の取得100千株と単元未満株式の買取りによる増加0千株であり

ます。 

 ２ 自己株式の減少0千株は、単元未満株式の買増請求による増加0千株であります。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（千株） 
会社名 内訳 

目的となる株式
の種類 前連結会計 

年度 
増加 減少 

当中間連結 
会計期間末 

当中間連結会
計期間末残高 
(百万円) 

平成17年新株予約権 普通株式 1,044 ― ― 1,044 ― 
提出会社 

平成18年新株予約権 普通株式 ― 156 ― 156 7 

合計 ― 1,044 156 ― 1,200 7 

（注）１ 目的となる株式数は、権利行使可能数を記載しております。 

 ２ 平成17年新株予約権及び、平成18年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 ３ 平成18年新株予約権の増加156千株は新株予約権の発行によるものであります。 

 

４ 配当に関する事項 

 配当支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たりの 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年5月25日 
定時株主総会 

普通株式 132 2.50 平成18年2月28日 平成18年5月26日 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

現金及び現金同等物の中間期末残高と
中間連結貸借対照表に記載されている
科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と
中間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 1,381百万円

現金及び現金同等物
の中間期末残高 

1,381百万円

 

現金及び預金勘定 2,095百万円

現金及び現金同等物
の中間期末残高 

2,095百万円

 

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

 
 

(リース取引関係) 

半期報告書について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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(有価証券関係) 

１ 時価のある有価証券 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

(1)満期保有     

 目的の債券 

中間連結 
貸借対照表
計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

中間連結 
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） 

  国債 10 10 △0 10 9 △0 10 9 △0 

計 10 10 △0 10 9 △0 10 9 △0 

(2)その他 
 有価証券 

取得原価 
（百万円） 

中間連結 
貸借対照表
計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

中間連結 
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） 

  株式 2,074 4,304 2,229 3,600 5,917 2,317 2,011 4,793 2,781 

  その他 82 79 △2 30 36 5 30 40 10 

計 2,156 4,384 2,227 3,631 5,954 2,322 2,042 4,834 2,792 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

 
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

（1）関連会社株式 396 436 411 

（2）その他有価証券（非上場株式） 417 350 384 

 

(デリバティブ取引関係) 

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

 

(ストック・オプション等関係) 

半期報告書について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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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31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) 

売上高         

(1) 外部顧客に対する売上
高 

38,522 3,826 1,936 791 387 45,463 ― 45,463 

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

138 138 1,448 65 1,436 3,227 (3,227) ― 

計 38,661 3,964 3,385 856 1,823 48,691 (3,227)45,463 

営業費用 38,175 4,020 3,351 764 1,821 48,133 (3,213)44,920 

営業利益又は 
営業損失(△) 

486 △55 33 92 2 558 (14) 543 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31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) 

売上高         

(1) 外部顧客に対する売上
高 

38,618 4,156 2,072 884 487 46,219 ― 46,219 

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

61 130 1,732 76 1,421 3,422 (3,422) ― 

計 38,680 4,286 3,805 960 1,908 49,641 (3,422) 46,219 

営業費用 38,043 4,219 3,728 885 1,868 48,745 (3,388) 45,357 

営業利益 636 66 77 75 40 896 (34) 862 

 
前連結会計年度（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) 

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 

(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 

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。 
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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前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】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前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) 

当社の連結子会社である㈱アターブル松屋ホールディングスは、千代田区平河町に事業所である「平河町

マツヤサロン」を営業しておりましたが、ビルの建て替え計画に伴い、平成19年１月31日(予定）をもって閉

鎖することとなりました。この事業所の閉鎖に伴い、平成19年２月期におきまして、退店補償金として特別

利益約７億円及び同事業所の固定資産除却損等として特別損失約２億円の計上を予定しております。 




