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平成 20 年 ２ 月期  第１四半期財務・業績の概況(連結)  平成19年７月５日 

上 場 会 社 名        株式会社 松屋      （コード番号：８２３７ 東証第一部） 

（ＵＲＬ  http://www.matsuya.com/） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長       氏名 秋田 正紀 
問合せ先責任者 役職名 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部担当部長 氏名 武藤 勝 （ＴＥＬ：03－3567－1211） 
 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

 ①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無        ： 有 
   税金費用の算出は法定実効税率をベースとした簡便な方法を採用しております。その他影響額が僅少

なものにつきましても、一部簡便な方法を採用しております。 
 ②最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無      ： 無 
 ③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無            ： 無 
   連結 (新規)－社 (除外) －社   持分法 (新規) －社 (除外) －社 
 
２．平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日～平成19年５月31日） 
(1)経営成績(連結)の進捗状況     （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 四半期(当期)純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 
20年２月期第１四半期 23,957 2.3 523 24.4 471 14.5 225 ― 
19年２月期第１四半期 23,423 3.2 421 41.7 411 41.3 △1,947 ― 
（参考）19年２月期 97,402 2.8 2,445 46.7 2,474 46.1 △531 ― 
 
 １株当たり 

四半期(当期)純利益 
潜在株式調整後１株当たり 

四半期(当期)純利益 

 円 銭 円 銭 

20年２月期第１四半期 4 27 4 26 
19年２月期第１四半期 △36 74 ― ― 
（参考）19年２月期 △10 03 ― ― 
(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期(前期)増減率を示しております。 

 
[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等] 
 当第１四半期（平成19年３月１日～平成19年５月31日）におけるわが国経済は、企業収益の改善、設備

投資の増加に加え、個人消費における持ち直しの動きもみられ、まだ一部弱さがみられるものの持続的回復
基調にあります。 

 百貨店業界におきましては、結果として３ヵ月連続のマイナスにはなりましたが、その減少幅は改善し、

東京地区においては５月に８ヵ月ぶりのプラスを記録し個人消費の持ち直しを裏付ける結果となりました。 

 このような中、当社グループは、最終年度を迎えた「成長基盤確立３ヵ年計画」の仕上げに向けて諸施策

を実施してまいりました。 

 百貨店業は「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」の基本方針のもと、銀座

本店におきましては、更なる買廻り性の向上を目指し食品部門の改装を継続、独自性のある品揃え実現のた

めの商品「リコメンドＭ」（先行・限定・スタンダード・オリジナル）の充実、お得意様営業部新設と専用サ

ロン「サロン・ド・ギンザ」開設による顧客密着の営業体制を進めてまいりました。浅草支店におきまして

は、営業強化策の一貫として、商圏顧客ニーズにマッチした食品部門の強化とリビング部門の品揃えの拡充

を図ってまいりました。また、両店としてお得意様の固定化、新規顧客の拡大を目的に新たにクレジットカ

ード「松屋カード」の発行を４月に行いました。これにより自社カードの一元化、機能・サービスの充実が

図られ、今後の両店営業の力強いサポートが可能になりました。以上の結果、百貨店業は、銀座本店が３ヵ

月連続前年を上回り、両店を合わせ第１四半期は順調に前年を上回る結果となりました。 

 飲食業におきましては、婚礼宴会部門における婚礼組数が増加し、好調に推移したこと等により、売上高

で前年を上回ることが出来ました。 

 ビル総合管理業におきましては、ビルメンテナンス部門は厳しい状況の中、増収となりましたが、建装部

門における受注物件数の減少等により、全体では売上高が前年を下回る結果となりました。 

 輸入商品卸売業におきましては、新規取引先の開拓に取り組み、主力商品である北欧の家具及び雑貨の営

業強化に努めた結果、売上高が前年を上回ることができました。 

以上の結果、当第１四半期の売上高は23,957百万円(前年同期比102.3％)となり、営業利益は523百万円 

(前年同期比124.4％)、経常利益は471百万円(前年同期比114.5％)、四半期純利益は225百万円となりまし

た。 
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(2)財政状態(連結)の変動状況 

 
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 
20年２月期第１四半期 60,872 16,668 26.7 307 48 
19年２月期第１四半期 60,686 15,308 25.1 288 86 
（参考）19年２月期 60,527 16,922 27.3 312 15 
 
(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 
20年２月期第１四半期 173 △383 △40 2,854 
19年２月期第１四半期 △1,017 △989 1,833 2,108 
（参考）19年２月期 1,709 △2,270 1,384 3,104 

 
[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等] 

 当第１四半期末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は344百万円増加し、60,872百万円と

なりました。資産の増加要因としては、主に受取手形及び売掛金882百万円の増加､たな卸資産244百万円の

増加、投資有価証券424百万円の減少等によるものであります。負債は599百万円増加し、44,204百万円と

なりました。負債の増加要因としては、主に支払手形及び買掛金779百万円の増加等によるものであります。

純資産は、254百万円減少し、16,668百万円となりました。純資産の減少要因としては、四半期純利益 225

百万円、剰余金の配当132百万円、評価・換算差額等262百万円の減少等によるものであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益 492百万円、減価償却費 378百万円、

法人税等の支払額△287百万円等により、173百万円の収入となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出△353百万円等により、383百万円

の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入れによる収入 178百万円、配当金の支払額△126百万円

等により、40百万円の支出となりました。 

 

３．平成20年２月期の連結業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29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 

47,600 
99,000 

3.0 
1.6 

900 
2,500 

4.4 
2.2  

800 
2,300 

△10.2 
△7.0  

400 
1,200 

― 
―  

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  22円70銭 
 
［連結業績予想に関する定性的情報］ 

 業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、現時点においては平成 19年４月 16日の決算

発表時の業績予想から変更はありません。 
 
※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。 
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【 参 考 】個別情報 
 
１．平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年３月１日～平成19年５月31日） 
(1)経営成績(個別)の進捗状況 
 売 上 高     営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 
20年２月期第１四半期 20,119 1.0 415 9.9 446 9.8 271 ― 
19年２月期第１四半期 19,923 3.0 378 11.9 406 13.3 △1,924 ― 
（参考）19年２月期 81,542 1.0 1,926 36.5 1,961 37.2 △1,227 ― 
 
(2)財政状態(個別)の変動状況 

 総 資 産      純 資 産 

 百万円 百万円 

20年２月期第１四半期 56,818 14,488 

19年２月期第１四半期 57,617 14,107 

（参考）19年２月期 56,030 14,683 
 
２．平成20年２月期の個別業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日） 

１株当たり年間配当金  
売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

中間 期末  

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％ 百万円 ％ 円 銭 円 銭 円 銭 

中 間 期 
通   期 

40,000 
83,500 

3.4 
2.4 

650 
1,950 

2.1 
1.2 

600 
1,750 

△12.7 
△10.8 

300 
900 

― 
― 

2 50 
―― 

―― 
2 50 

―― 
5 00 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  17円02銭 
 
［個別業績予想に関する定性的情報］ 

 業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、現時点においては平成 19年４月 16日の決算

発表時の業績予想から変更はありません。 
 
※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。 
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 １．（要約）四半期連結貸借対照表 
（単位：百万円、％） 

当四半期 
（平成20年２月期
第１四半期） 

前年同四半期 
（平成19年２月期
第１四半期） 

増 減 （参考） 
平成19年２月期 科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)      

Ⅰ 流 動 資 産 17,845 17,350 495 2.9 16,984 

現金及び預金 2,854 2,108 746 35.4 3,104 

受取手形及び売掛金 7,919 7,682 237 3.1 7,036 

たな卸資産 4,760 5,089 △329 △6.5 4,516 

その他 2,310 2,469 △159 △6.5 2,327 

Ⅱ 固 定 資 産 42,970 43,336 △366 △0.8 43,542 

(1)有形固定資産 29,834 30,420 △586 △1.9 29,996 

建物及び構築物 14,382 13,670 712 5.2 14,538 

土地 14,559 15,158 △599 △4.0 14,559 

その他 892 1,591 △699 △44.0 898 

(2)無形固定資産 655 523 132 25.3 533 

(3)投資その他の資産 12,480 12,392 87 0.7 13,012 

投資有価証券 6,497 6,285 212 3.4 6,922 

その他 5,982 6,107 △124 △2.0 6,089 

Ⅲ 繰 延 資 産 56 ― 56 ― ― 

開業費 56 ― 56 ― ― 

資産合計 60,872 60,686 185 0.3 60,527 

（負債の部）      

Ⅰ 流 動 負 債 34,540 31,995 2,545 8.0 30,651 

支払手形及び買掛金 9,094 8,999 95 1.1 8,315 

短期借入金 18,293 11,714 6,578 56.2 15,014 

１年以内償還予定社債 ― 3,000 △3,000 ― ― 

その他 7,153 8,280 △1,127 △13.6 7,321 

Ⅱ 固 定 負 債 9,663 13,383 △3,720 △27.8 12,953 

長期借入金 5,442 9,130 △3,688 △40.4 8,542 

その他 4,221 4,253 △32 △0.8 4,411 

負債合計 44,204 45,378 △1,174 △2.6 43,604 

（純資産の部）      

Ⅰ 株 主 資 本 15,059 13,917 1,142 8.2 15,056 

   資 本 金 7,132 7,132 ― ― 7,132 

 資本剰余金 5,661 5,661 ― ― 5,661 

 利益剰余金 3,045 1,535 1,509 98.3 2,952 

 自己株式 △779 △412 △367 89.0 △688 

Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,178 1,296 △117 △9.1 1,441 

 その他有価証券評価差額金 1,182 1,345 △162 △12.1 1,445 

 繰延ヘッジ損益 △4 △48 44 △90.9 △4 

Ⅲ 新 株 予 約 権 45 ― 45 ― 32 

Ⅳ 少 数 株 主 持 分 384 95 289 304.4 391 

純資産合計 16,668 15,308 1,359 8.9 16,922 

負債及び純資産合計 60,872 60,686 185 0.3 60,527 
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２．（要約）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円、％） 

当四半期 
(平成20年２月期
第１四半期) 

前年同四半期 
（平成19年２月期 
第１四半期) 

増 減 （参考） 
平成19年２月期 科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 23,957 23,423 534 2.3 97,402 

Ⅱ 売上原価 17,401 17,008 392 2.3 70,754 

売上総利益 6,556 6,414 142 2.2 26,648 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,033 5,993 39 0.7 24,203 

営業利益 523 421 102 24.4 2,445 

Ⅳ 営業外収益 84 110 △25 △23.4 567 

受取利息及び受取配当金 13 12 1 12.5 80 

その他 70 98 △27 △27.9 486 

Ⅴ 営業外費用 136 119 17 14.2 538 

支払利息 96 78 18 23.6 352 

その他 40 41 △1 △3.3 186 

経常利益 471 411 59 14.5 2,474 

Ⅵ 特別利益 44 17 27 161.3 1,369 

投資有価証券売却益 10 ― 10 ― 447 

貸倒引当金戻入益 31 ― 31 ― ― 

退店補償金 ― ― ― ― 743 

その他 3 17 △13 △79.2 177 

Ⅶ 特別損失 24 3,639 △3,615 △99.3 4,901 

固定資産売却損 ― ― ― ― 452 

固定資産除却損 24 24 △0 △1.3 701 

 減損損失 ― 775 △775 ― 775 

 退職給付制度改定損失 ― 919 △919 ― 900 

 再就職支援制度関連損失 ― 1,920 △1,920 ― 1,918 

その他 ― ― ― ― 151 

税金等調整前四半期純利益
又は税金等調整前四半期
(当期)純損失(△) 

492 △3,210 3,702 ― △1,057 

税金費用 271 △1,224 1,496 ― △756 

少数株主利益 ― ― ― ― 229 

少数株主損失 5 38 △33 △85.8 ― 

四半期純利益又は 

四半期(当期)純損失(△) 
225 △1,947 2,173 ― △531 
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３．（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

当四半期(自 平成19年３月１日 至 平成19年５月31日) 

                                     （単位：百万円） 

株主資本 
 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 
合計 

平成19年２月28日残高 7,132 5,661 2,952 △688 15,056 

当四半期中の変動額      

剰余金の配当   △132  △132 

四半期純利益   225  225 

自己株式の取得    △90 △90 

株主資本以外の項目の 
当四半期中の変動額(純額) 

     

当四半期中の変動額合計 ― ― 93 △90 3 

平成19年５月31日残高 7,132 5,661 3,045 △779 15,059 

 

評価・換算差額等 
 

 
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19年２月28日残高 1,445 △4 1,441 32 391 16,922 

当四半期中の変動額       

剰余金の配当      △132 

四半期純利益      225 

自己株式の取得      △90 

株主資本以外の項目の 
当四半期中の変動額(純額) 

△262  △262 12 △7 △257 

当四半期中の変動額合計 △262 ― △262 12 △7 △254 

平成19年５月31日残高 1,182 △4 1,178 45 384 16,668 
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前年同四半期(自 平成18年３月１日 至 平成18年５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 

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 

当四半期中の変動額           

剰余金の配当   △132  △132     △132 

役員賞与   △2  △2     △2 

四半期純損失   △1,947  △1,947     △1,947 

自己株式の取得    △0 △0     △0 

自己株式の処分  0  0 0     0 

株主資本以外の項目の当

四半期中の変動額(純額) 
     △316 △48 △365 △36 △401 

当四半期中の変動額合計 ― 0 △2,082 △0 △2,083 △316 △48 △365 △36 △2,485 

平成18年５月31日残高 7,132 5,661 1,535 △412 13,917 1,345 △48 1,296 95 15,308 

 

(参考)前連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28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 

連結会計年度中の変動額            

剰余金の配当   △132  △132      △132 

役員賞与   △2  △2      △2 

当期純損失   △531  △531      △531 

自己株式の取得    △277 △277      △277 

自己株式の処分  0  0 0      0 

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額

(純額) 

     △216 △4 △220 32 260 72 

連結会計年度中の変動額 

合計 
― 0 △666 △276 △943 △216 △4 △220 32 260 △871 

平成19年２月28日残高 7,132 5,661 2,952 △688 15,056 1,445 △4 1,441 32 391 16,922 
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４．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円） 

 
当四半期 

(平成20年２月期 

第１四半期) 

前年同四半期 

(平成19年２月期 

第１四半期) 

（参考） 

平成19年２月期 

区分 金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益又は 
税金等調整前四半期(当期)純損失(△) 

492 △3,210 △1,057 

減価償却費 378 374 1,533 

引当金の増減額 △470 163 △143 

受取利息及び受取配当金 △13 △12 △80 

支払利息 96 78 352 

固定資産除却損 24 24 701 

減損損失 ― 775 775 

退職給付制度改定損失 ― 919 900 

再就職支援制度関連損失 ― 1,920 1,918 

売上債権の増加額 △882 △796 △150 

たな卸資産の増減額 △244 △165 330 

仕入債務の増加額 779 691 7 

その他 338 △1,182 305 

小計 497 △420 5,392 

利息及び配当金の受取額 15 12 80 

利息の支払額 △51 △46 △354 

退職給付制度改定に伴う支払額 ― ― △1,492 

再就職支援制度に伴う支払額 ― ― △1,264 

法人税等の支払額 △287 △563 △652 

営業活動によるキャッシュ・フロー 173 △1,017 1,709 

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 △353 △574 △2,887 

投資有価証券の取得による支出 △51 △1,147 △1,425 

投資有価証券の売却による収入 149 593 1,091 

その他 △127 138 951 

投資活動によるキャッシュ・フロー △383 △989 △2,270 

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 278 1,862 4,161 

長期借入金の増減額 △100 100 512 

社債の償還による支出 ― ― △3,000 

配当金の支払額 △126 △126 △133 

その他 △92 △1 △156 

財務活動によるキャッシュ・フロー △40 1,833 1,384 

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 △249 △173 822 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,104 2,281 2,281 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 2,854 2,108 3,104 
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５．セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 当四半期(自 平成19年３月１日 至 平成19年５月31日) 

（単位：百万円） 

 百貨店業 飲食業 
ビル総合 
管理業 

輸入商品 
卸売業 

その他 
事業 計 

消去 
又は全社 連結 

売上高 20,119 2,194 1,667 516 1,107 25,604 (1,646) 23,957 

営業費用 19,703 2,186 1,654 472 1,052 25,069 (1,635) 23,434 

営業利益 415 7 12 43 54 534 (10) 523 

(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。 

 

 前年同四半期(自 平成18年３月１日 至 平成18年５月31日) 

（単位：百万円） 

 百貨店業 飲食業 
ビル総合 
管理業 

輸入商品 
卸売業 

その他 
事業 計 

消去 
又は全社 連結 

売上高 19,923 1,854 1,772 483 1,082 25,116 (1,692) 23,423 

営業費用 19,544 1,924 1,739 440 1,060 24,710 (1,707) 23,002 

営業利益又は 
営業損失(△) 

378 △70 33 42 22 406 14 421 

 

 

 (参考)前連結会計年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日) 

（単位：百万円） 

 百貨店業 飲食業 ビル総合 
管理業 

輸入商品 
卸売業 

その他 
事業 

計 消去 
又は全社 

連結 

売上高 81,542 9,063 7,560 1,935 4,066 104,168 (6,766) 97,402 

営業費用 79,616 8,922 7,411 1,771 3,932 101,654 (6,696) 94,957 

営業利益 1,926 140 149 164 133 2,514 (69)2,445 
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〔 参考 〕 

1. （要約）四半期個別貸借対照表 

（単位：百万円、％） 

当四半期 
（平成20年２月期 
第１四半期） 

前年同四半期 
（平成19年２月期 
第１四半期） 

増 減 （参考） 
平成19年２月期 科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)      

Ⅰ 流 動 資 産 16,685 17,494 △808 △4.6 15,397 

現金及び預金 1,256 1,071 184 17.2 681 

受取手形及び売掛金 6,507 6,526 △18 △0.3 5,877 

たな卸資産 3,929 4,004 △74 △1.9 3,752 

その他 4,992 5,891 △899 △15.3 5,086 

Ⅱ 固 定 資 産 40,132 40,122 9 0.0 40,633 

(1) 有形固定資産 28,322 28,629 △307 △1.1 28,474 

建物 14,273 13,324 948 7.1 14,412 

土地 13,461 14,060 △599 △4.3 13,461 

その他 587 1,244 △656 △52.8 600 

(2) 無形固定資産 540 447 92 20.7 413 

(3) 投資その他の資産 11,270 11,045 224 2.0 11,745 

投資有価証券及び 

関係会社株式 
7,373 7,119 254 3.6 7,789 

その他 3,896 3,926 △30 △0.8 3,955 

資産合計 56,818 57,617 △799 △1.4 56,030 

（負債の部）      

Ⅰ 流 動 負 債 33,201 30,572 2,629 8.6 28,949 

支払手形及び買掛金 7,891 7,860 31 0.4 7,087 

短期借入金 20,601 13,635 6,965 51.1 17,293 

１年以内に償還される社債 ― 3,000 △3,000 ― ― 

その他 4,708 6,076 △1,367 △22.5 4,568 

Ⅱ 固 定 負 債 9,128 12,937 △3,808 △29.4 12,397 

長期借入金 5,442 9,130 △3,688 △40.4 8,542 

その他 3,686 3,807 △120 △3.2 3,855 

負債合計 42,329 43,509 △1,179 △2.7 41,347 

（純資産の部）      

Ⅰ 株 主 資 本 13,369 12,899 469 3.6 13,320 

   資 本 金 7,132 7,132 ― ― 7,132 

 資本剰余金 5,661 5,661 ― ― 5,661 

 利益剰余金 1,345 508 836 164.5 1,205 

 自己株式 △769 △402 △367 91.2 △678 

Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,073 1,208 △134 △11.1 1,330 

 その他有価証券評価差額金 1,128 1,290 △161 △12.5 1,385 

 繰延ヘッジ損益 △55 △82 27 △32.9 △55 

Ⅲ 新 株 予 約 権 45 ― 45 ― 32 

純資産合計 14,488 14,107 380 2.7 14,683 

負債及び純資産合計 56,818 57,617 △799 △1.4 56,030 
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２．（要約）四半期個別損益計算書 

（単位：百万円、％） 

当四半期 
(平成20年２月期 
第１四半期) 

前年同四半期 
（平成19年２月期 
第１四半期) 

増 減 （参考） 
平成19年２月期 科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 20,119 19,923 196 1.0 81,542 

Ⅱ 売上原価 15,216 15,112 103 0.7 61,928 

売上総利益 4,902 4,810 92 1.9 19,613 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,487 4,431 55 1.2 17,687 

営業利益 415 378 37 9.9 1,926 

Ⅳ 営業外収益 192 169 23 13.7 669 

受取利息及び受取配当金 113 64 48 75.1 151 

その他 78 104 △25 △24.5 518 

Ⅴ 営業外費用 161 140 20 14.7 634 

支払利息及び社債利息 110 90 19 21.5 405 

その他 51 50 1 2.4 228 

経常利益 446 406 39 9.8 1,961 

Ⅵ 特別利益 21 17 4 26.2 519 

投資有価証券売却益 10 ― 10 ― 447 

貸倒引当金戻入益 11 ― 11 ― ― 

主要株主株式売買利益金 ― 17 △17 ― 19 

退職給付信託解約益 ― ― ― ― 51 

Ⅶ 特別損失 24 3,634 △3,609 △99.3 4,667 

固定資産売却損 ― ― ― ― 449 

固定資産除却損 24 23 1 6.3 555 

 減損損失 ― 740 △740 ― 740 

 退職給付制度改定損失 ― 870 △870 ― 851 

 再就職支援制度関連損失 ― 1,920 △1,920 ― 1,918 

 その他 ― 80 △80 ― 151 

税引前四半期純利益又は 

税引前四半期(当期)純損失
(△) 

443 △3,210 3,654 ― △2,186 

税金費用 171 △1,286 1,457 ― △958 

四半期純利益又は 

四半期(当期)純損失(△) 
271 △1,924 2,196 ― △1,227 
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３．（要約）四半期個別株主資本等変動計算書 

当四半期(自 平成19年３月１日 至 平成19年５月31日) 

（単位：百万円） 

株主資本 
 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 
合計 

平成19年２月28日残高 7,132 5,661 1,205 △678 13,320 

当四半期中の変動額      

剰余金の配当   △132  △132 

四半期純利益   271  271 

自己株式の取得    △90 △90 

株主資本以外の項目の 
当四半期中の変動額(純額) 

     

当四半期中の変動額合計 ― ― 139 △90 48 

平成19年５月31日残高 7,132 5,661 1,345 △769 13,369 

 

評価・換算差額等 
 

 
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 純資産合計 

平成19年２月28日残高 1,385 △55 1,330 32 14,683 

当四半期中の変動額      

剰余金の配当     △132 

四半期純利益     271 

自己株式の取得     △90 

株主資本以外の項目の 
当四半期中の変動額(純額) 

△257  △257 12 △244 

当四半期中の変動額合計 △257 ― △257 12 △195 

平成19年５月31日残高 1,128 △55 1,073 45 14,488 
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前年同四半期(自 平成18年３月１日 至 平成18年５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 

純資産 

合計 

平成18年2月28日残高 7,132 5,661 2,565 △401 14,957 1,604 ― 1,604 16,561 

当四半期中の変動額          

剰余金の配当   △132  △132    △132 

四半期純損失   △1,924  △1,924    △1,924 

自己株式の取得    △0 △0    △0 

自己株式の処分  0  0 0    0 

株主資本以外の項目の 

当四半期中の変動額 

(純額) 

     △313 △82 △396 △396 

当四半期中の変動額合計 ― 0 △2,057 △0 △2,057 △313 △82 △396 △2,453 

平成18年５月31日残高 7,132 5,661 508 △402 12,899 1,290 △82 1,208 14,107 

 

    (参考)前事業年度(自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28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 

純資産 

合計 

平成18年２月28日残高 7,132 5,661 2,565 △401 14,957 1,604 ― 1,604 ― 16,561 

事業年度中の変動額           

剰余金の配当   △132  △132     △132 

当期純損失   △1,227  △1,227     △1,227 

自己株式の取得    △277 △277     △277 

自己株式の処分  0  0 0     0 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額 

(純額) 

     △218 △55 △273 32 △241 

事業年度中の変動額合計 ― 0 △1,360 △276 △1,636 △218 △55 △273 32 △1,877 

平成19年２月28日残高 7,132 5,661 1,205 △678 13,320 1,385 △55 1,330 32 14,683 

 

 


