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平成20年２月期 中間決算短信 

 平成19年10月15日 

上 場 会 社 名        株式会社 松屋             上場取引所  東証一部 

コ ー ド 番 号        8237                   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 

半期報告書提出予定日 平成19年11月22日   配当支払開始予定日 平成19年11月19日 
 

(百万円未満切捨て) 
１．19年８月中間期の連結業績(平成19年３月１日～平成19年８月31日) 

(1) 連結経営成績      (％表示は対前年中間期(前期)増減率) 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

19年８月中間期 
18年８月中間期 

47,552 （  2.9） 
46,219 （  1.7） 

937 （  8.7） 
862 （ 58.6） 

885 （ △0.6） 
890 （ 64.2） 

19年２月期 97,402  （   2.8） 2,445 （ 46.7） 2,474 （  46.1） 
 

 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 

19年８月中間期 
18年８月中間期 

414 （  －） 
△1,772 （  －） 

7  83 
△33  44 

    7  81  
－  －  

19年２月期 △531 （  －） △10  03 －  －  
(参考) 持分法投資損益   19年８月中間期 6百万円 18年８月中間期 12百万円 19年２月期 23百万円 
    
(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 

19年８月中間期 
18年８月中間期 

58,234 
59,819 

17,067 
15,473 

28.5 
25.5 

313  06 
288  44 

19年２月期 60,527 16,922 27.3 312    15  
(参考) 自己資本  19年８月中間期16,621百万円 18年８月中間期15,257百万円 19年２月期16,497百万円 
 

(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 

19年８月中間期 
18年８月中間期 

1,253 
△1,207 

△480 
△1,960 

△981 
2,980 

2,895 
2,095 

19年２月期 1,709 △2,270 1,384 3,104 
 
２．配当の状況 
 
 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期末 年間 

 円   銭 円   銭 円   銭 

19年２月期 ―  2   50  2   50  

20年２月期 2   50    

20年２月期(予想)  2   50  
5   00  

 
３．20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）    （％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 
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 99,000  1.6 2,500 2.2 2,300 △7.0  1,200 ―  22 65 
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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 
（2）中間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(中間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) 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更         無 
(注)詳細は、14頁「中間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) 
① 期末発行済株式数(自己株式を含む)   19年８月中間期                     53,289,640株 18年８月中間期53,289,640株                                                                 19年２月期53,289,640株 

② 期末自己株式数           19年８月中間期                              197,669株 18年８月中間期                                                                                                                        394,077株                               19年 ２月期                                                                                                                             438,942株 

(注)１株当たり中間(当期)純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については19頁、20頁「１株当たり
情報」をご覧ください。 

 

(参考)個別業績の概要 
１． 19年８月中間期の個別業績(平成19年３月１日～平成19年８月31日) 
(1) 個別経営成績                    （％表示は対前年中間期(前期)増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

19年８月中間期 
18年８月中間期 

39,632 （  2.5） 
38,680 （  0.0） 

 675  （  6.0） 
636  （ 31.0） 

699  （  1.7） 
687  （ 35.5） 

19年２月期 81,542 （ 1.0） 1,926  （ 36.5） 1,961  （ 37.2） 
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭 

19年８月中間期 
18年８月中間期 

374 （   －） 
△1,961 （   －） 

7   06 
△37   00 

19年２月期 △1,227 （   －） △23   17 

 
 
 

 
(2) 個別財政状態 
 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 

19年８月中間期 
18年８月中間期 

53,752 
56,183 

14,759 
13,939 

27.3 
24.8 

276  74 
263  25 

19年２月期 56,030 14,683 26.1 277  08 

 (参考) 自己資本     19年８月中間期14,699百万円 18年８月中間期13,931百万円 19年２月期14,650百万円 

 
２．20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) 

                  （％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 

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 83,500 2.4 1,950 1.2 1,750 △10.8 900 ―  16 98 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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４頁をご参照ください。 
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１．経営成績  

(1) 経営成績に関する分析 
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、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、景気は引き続き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、天候不順の影響による季節商品の売上不振や株式市場の低迷の影響などがありま

したが、堅調な景気に後押しされた消費マインドの回復により高額商品に動きが見られるなど好調に推移し、東

京地区百貨店売上高は僅かながら前年を上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｣の最終年度を

迎え、その達成に向けて｢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)｣、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、企業体質をより強固なものとすべく経営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、47,552百万円(前年同期比102.9％）、経常利益885百万円(前

年同期比99.4％)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、引き続き買廻り性の向上を目指し食品部門の改装を継続すると

ともに、独自性のある品揃え実現のための｢先行・限定・スタンダード・オリジナル｣を切り口とした商品｢リコメ

ンドＭ｣の充実を図り、お得意様営業部の新設と専用サロン｢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。また、｢星の王子様展｣｢リサとガスパール展｣等、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。 

浅草支店におきましては、集客と買廻り性向上に向けた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、本年４月に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｣

を発行いたしました。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。 

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39,632百万円(前年同期比 102.5％)、営業利益は 675百万円(前年同期比106.0％)とな

りました。 

＜飲食業＞  

飲食業におきましては、昨年４月１日付で㈱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

株会社体制へ移行し、以後業績は順調に推移いたしました。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、１月に開店いたし

ました｢エノテーカ イ プリミ ギンザ 品川店｣､３月に開店いたしました｢エノテーカ ピンキオーリ 名古

屋店｣は順調に推移いたしました｡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、売上高は 4,648百万円(前年同期比 108.5％)、営業利益は 116

百万円(前年同期比174.5％)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、厳しい市場環境の中、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が、中間期においては十分な成果に至りませんでした。以上の結果、

売上高は3,285百万円(前年同期比86.3％)、営業利益は43百万円(前年同期比56.0％)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、新規取引先の開拓、ショップ展開を推進

し、一店舗当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

が、欧州通貨高による原価高騰により収益を圧迫しました。以上の結果、売上高は 1,064百万円(前年同期比

110.8％)、営業利益は48百万円(前年同期比65.2％)となりました。 
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＜その他事業＞  

㈱東栄商会は、旅行部門が伸び悩み減収減益となりました。㈱エムアンドエーは、新規顧客の獲得に努力した

結果、業績は好調に推移し、増収増益となりました。㈱東京生活研究所は、主要クライアントへの積極的提案等

に努力した結果、減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、増収減益となりました。㈱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1,961百万円(前年同期比102.8％)、営業利益は73百万円(前

年同期比182.6％)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、米国の景気減速懸念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、

業界再編が加速する中、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、｢成長基盤確立３ヵ年計画｣の完成に向け、諸施策の仕上げに

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｣確立に向け引き続き食品部門の改装を実施し、婦人・紳士・リビング各階におきましてはブランドの改廃や、

ＭＤの見直しを行い、買廻り性・回遊性の一層の向上を図ります。また、独自性を具現化するために｢リコメンド

Ｍ｣の商品開発をより一層進め、ヴィジュアルマーチャンダイジングの強化とともに｢松屋らしさ｣を追求してまい

ります。また、｢松屋カード｣、｢サロン・ド・ギンザ｣といった新しいツールを使ってロイヤルカスタマーの拡大

と定着を図ってまいります。 

浅草支店におきましては、人気の｢星野道夫写真展｣等、新規文化催事や大型物産展などを積極的に開催し集客

増に努めるとともに、地元顧客に密着した品揃えの充実と、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、ブライダルビジネス

やイタリアンレストラン事業の更なる強化と、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、収益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継続実施し、売上高の拡大

を目指してまいります。また、建装・ビルメンテナンスの両部門共に、物件・現場ごとの原価管理を徹底し収益

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

ラなど安心、安全な製品を提供し、お客様から支持される商品の拡大強化に引き続き努めるとともに、ベビー市

場など市場の育成にも注力し、安定した成長と収益力強化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、達成するこ

とにより、｢松屋ブランド｣の独自性を堅持し、一層の磨きをかけ、企業価値向上に努めてまいる所存でございま

す。 

なお、平成20年２月期の通期連結業績予想につきましては、売上高は99,000百万円(前期比101.6％)、営業利

益2,500百万円(前期比102.2％）、経常利益2,300百万円(前期比93.0％）、当期純利益1,200百万円を見込んで

おります。 

また、平成20年２月期の個別通期業績予想につきましては、売上高は83,500百万円(前期比102.4％)、営業利

益1,950百万円(前期比101.2％）、経常利益1,750百万円(前期比89.2％)、当期純利益900百万円を見込んでお

ります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

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、209百万円減少し、2,895百

万円となりました。 
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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利益 787百万円、減価償却費 765百万円、役員

退職慰労引当金の減少△162百万円、売上債権の減少645百万円、たな卸資産の増加△214百万円、法人税等の支

払額△270百万円、退職給付制度の改定の支払額△298百万円等により1,253百万円となり、前中間連結会計期間

に比べ2,460百万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、主に有形固定資産の取得による支出△642百万円、投資有価証券の取

得による支出△327百万円、貸付金の回収による収入632百万円等により△480百万円となり、前中間連結会計期

間に比べ1,479百万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、借入金の減少△1,235百万円、自己株式(単元株式)の取得による支出

△186百万円、自己株式(単元株式)の売却による収入581百万円、配当金の支払額△132百万円等により△981百

万円となり、前中間連結会計期間に比べ3,962百万円の減少となりました。 

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17年 

８月中間期 

平成18年 

２月期 

平成18年 

８月中間期 

平成19年 

２月期 

平成19年 

８月中間期 

自己資本比率(％) 29.4 29.6 25.5 27.3 28.5 

時価ベースの自己資本比率(％) 135.0 227.5 164.5 210.4 182.3 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) 695.7 676.9 ― 1,378.2 890.4 

インタレスト･カバレッジ･レシオ(倍) 9.5 9.9 ― 4.8 6.3 

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／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。 

※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おります。 

※キャッシュ・フロー対有利子負債比率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。 

※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おります。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

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。 

 

（4）事業等のリスク 

最近の有価証券報告書(平成 19年５月 25日提出)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略しております。  

 

２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書(平成 19年５月 25日提出)における｢事業系統図(事業の内容)｣及び｢関係会社の状況｣か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

３．経営方針 

平成19年２月期決算短信(平成19年４月16日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

(当社ホームページ)  

http://www.matsuya.com/ 

(東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)) 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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４．中間連結財務諸表 

(1）中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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  2,095  2,895  3,104  

受取手形及び売掛金  6,358  6,391  7,036  

有価証券  ―  10  10  

たな卸資産  4,905  4,731  4,516  

繰延税金資産  1,355  1,012  1,168  

その他  838  1,131  1,202  

貸倒引当金  △33  △35  △53  

流動資産合計 15,519 25.9 16,136 27.7 16,984 28.1 

Ⅱ 固定資産        

(1) 有形固定資産 ※１       

建物及び構築物 ※２ 13,349  14,147  14,538  

土地 ※２ 15,158  14,559  14,559  

建設仮勘定  665  ―  ―  

その他  923  865  898  

有形固定資産合計 30,096 50.3 29,572 50.8 29,996 49.6 

(2) 無形固定資産  553 0.9 657 1.1 533 0.9 

(3) 投資その他の資産        

投資有価証券  6,750  6,182  6,922  

長期貸付金  1,125  266  59  

繰延税金資産  435  281  223  

支払保証金  4,067  3,376  3,637  

その他  2,143  1,851  3,016  

貸倒引当金  △873  △144  △846  

投資その他の資産合計 13,649 22.8 11,813 20.3 13,012 21.5 

固定資産合計 44,300 74.1 42,044 72.2 43,542 71.9 

Ⅲ 繰延資産        

開業費  ―  53  ―  

繰延資産合計 ― ― 53 0.1 ― ― 

資産合計 59,819 100.0 58,234 100.0 60,527 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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  8,066  8,274  8,315  

短期借入金 ※２ 13,357  17,172  15,014  

1年以内償還予定社債  3,000  ―  ―  

未払法人税等  198  170  320  

未回収商品券  1,942  2,008  1,935  

賞与引当金  425  468  278  

役員賞与引当金  ―  1  7  

ポイントカード引当金  75  51  84  

その他  4,149  4,243  4,695  

流動負債合計 31,214 52.2 32,390 55.6 30,651 50.6 

Ⅱ 固定負債        

長期借入金 ※２ 8,836  5,148  8,542  

繰延税金負債  777  656  903  

退職給付引当金  274  297  288  

役員退職慰労引当金  675  534  697  

受入保証金  1,870  1,831  1,840  

その他  697  307  681  

固定負債合計 13,131 22.0 8,775 15.1 12,953 21.4 

負債合計 44,346 74.1 41,166 70.7 43,604 72.0 

(純資産の部)       

Ⅰ 株主資本        

  資本金  7,132  7,132  7,132  

  資本剰余金  5,661  5,681  5,661  

  利益剰余金  1,710  3,234  2,952  

  自己株式  △607  △315  △688  

株主資本合計 13,896 23.2 15,733 27.0 15,056 24.9 

Ⅱ 評価・換算差額等        

  その他有価証券評価差額金 1,398  829  1,445  

  繰延ヘッジ損益  △37  58  △4  

評価・換算差額等合計 1,360 2.3 887 1.5 1,441 2.4 

Ⅲ 新株予約権  7 0.0 60 0.1 32 0.1 

Ⅳ 少数株主持分  207 0.3 386 0.7 391 0.6 

純資産合計 15,473 25.9 17,067 29.3 16,922 28.0 

負債及び純資産合計 59,819 100.0 58,234 100.0 60,527 100.0 
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（2）中間連結損益計算書 

 

 
前中間連結会計期間 

( 自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間 

( 自 平成19年３月１日 
至 平成19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18年３月１日 
至 平成19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  46,219 100.0 47,552 100.0 102.9 97,402 100.0 

Ⅱ 売上原価  33,232 71.9 34,376 72.3 103.4 70,754 72.6 

売上総利益  12,986 28.1 13,176 27.7 101.5 26,648 27.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 12,124 26.2 12,239 25.7 100.9 24,203 24.8 

営業利益  862 1.9 937 2.0 108.7 2,445 2.5 

Ⅳ 営業外収益  272 0.6 232 0.5 85.4 567 0.6 

受取利息  7  4   13  

受取配当金  54  51   67  

債務勘定整理益  104  107   195  

受取協賛金  59  20   201  

その他  47  47   89  

Ⅴ 営業外費用  243 0.5 284 0.6 116.7 538 0.6 

支払利息  162  195   352  

債務勘定整理益繰戻損  63  65   128  

その他  17  23   58  

経常利益  890 1.9 885 1.9 99.4 2,474 2.5 

Ⅵ 特別利益  71 0.2 64 0.1 90.7 1,369 1.4 

投資有価証券売却益  ―  30   447  

退店補償金  ―  ―   743  

貸倒引当金戻入益  ―  31   ―  

主要株主株式売買利益金  19  ―   19  

退職給付信託解約益  51  ―   51  

その他  ―  3   106  

Ⅶ 特別損失  4,039 8.7 162 0.3 4.0 4,901 5.0 

固定資産除却損 ※２ 418  64   701  

減損損失 ※３ 775  77   775  

退職給付制度改定損失  900  ―   900  

再就職支援制度関連損失  1,920  ―   1,918  

製品補償損失  ―  21   ―  

その他  25  ―   604  

税金等調整前中間純利益又は 
税金等調整前中間(当期)純損失(△) 

△3,077 △6.7 787 1.7 ― △1,057 △1.1 

法人税、住民税及び事業税  181 0.4 145 0.3 80.4 340 0.3 

法人税等調整額  △1,568 △3.4 231 0.5 ― △1,096 △1.1 

少数株主利益又は少数株主損失(△) 82 0.2 △4 △0.0 ― 229 0.2 

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

△1,772 △3.8 414 0.9 ― △531 △0.5 
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（3）中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(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 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19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 

中間連結会計期間中の 

変動額 
           

剰余金の配当   △132  △132      △132 

中間純利益   414  414      414 

自己株式の取得    △187 △187      △187 

自己株式の処分  20  560 581      581 

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) 

     △616 62 △553 27 △5 △531 

中間連結会計期間中の 

変動額合計 
― 20 282 373 676 △616 62 △553 27 △5 145 

平成19年８月31日残高 7,132 5,681 3,234 △315 15,733 829 58 887 60 386 17,067 
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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）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18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19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18年３月１日 
至 平成19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    

税金等調整前中間純利益又は 
税金等調整前中間(当期)純損失(△) 

△3,077 787 △1,057 

減価償却費 744 765 1,533 

貸倒引当金増減額 8 △65 1 

賞与引当金増減額 136 190 △10 

退職給付引当金増減額 △97 8 △83 

役員退職慰労引当金減少額 △92 △162 △70 

受取利息及び受取配当金 △61 △56 △80 

支払利息 162 195 352 

投資有価証券売却益 ― △30 △447 

固定資産除却損 418 64 701 

固定資産売却損益 1 △0 435 

減損損失 775 77 775 

退職給付制度改定損失 900 ― 900 

再就職支援制度関連損失 1,920 ― 1,918 

売上債権の増減額 527 645 △150 

たな卸資産の増減額 18 △214 330 

仕入債務の増減額 △241 △40 7 

未回収商品券の増減額 △13 72 △19 

その他 141 △276 358 

小計 2,171 1,961 5,392 

利息及び配当金の受取額 63 58 80 

利息の支払額 △162 △197 △354 

退職給付制度改定に伴う支払額 △1,444 △298 △1,492 

再就職支援制度に伴う支払額 △1,264 ― △1,264 

法人税等の支払額 △571 △270 △652 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,207 1,253 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 △1,505 △642 △2,887 

有形固定資産の売却による収入 1 2 407 

無形固定資産の取得による支出 △5 △181 △38 

投資有価証券の取得による支出 △1,188 △327 △1,425 

投資有価証券の売却による収入 601 169 1,091 

貸付けによる支出 ― △377 △31 

貸付金の回収による収入 47 632 66 

その他 87 244 547 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,960 △480 △2,270 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年３月１日 
至 平成19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18年３月１日 
至 平成19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 3,504 △841 4,161 

長期借入れによる収入 500 ― 1,500 

長期借入金の返済による支出 △694 △394 △988 

社債の償還による支出 ― ― △3,000 

配当金の支払額 △132 △132 △133 

少数株主への配当金の支払額 △1 △7 △1 

自己株式(単元株式)の取得による支出 △195 △186 △276 

自己株式(単元株式)の売却による収入 ― 581 ― 

その他 △0 △0 121 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,980 △981 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 △186 △209 822 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,281 3,104 2,281 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 2,095 2,895 3,104 
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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、

㈱アターブルイーピーエヌ、㈱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 

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、㈱アターブルイーピーエヌ、㈱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（評価差額は全部純資産直入法により処

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) 繰延資産の処理方法 

   連結子会社の開業費は、５年で均等償却しております。 

(4) 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役員賞与引当金 

役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。 

④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。 

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(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(14年及び15年)による定額法に
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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。 

(5) 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。 

(6) 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。 

(7) 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。 

 

 

中間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 

 

(有形固定資産の減価償却方法) 

 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成 19年３月 30日 法律第６号)及び(法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成 19年３月 30日 政令第 83号))に伴い、平成 19年４月１日以降に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。なお、これによる損益に与える影響は

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末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度 

※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 23,158百万円
 

※１有形固定資産 

減価償却累計額 23,134百万円
 

※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 538百万円

 土地 7,275百万円

対応する債務 

 短期借入金  3,432百万円

 長期借入金 2,068百万円
 

※２担保資産 

担保に供している資産 

 建物及び構築物 549百万円

 土地 7,275百万円

対応する債務 

 短期借入金  408百万円

 長期借入金 5,092百万円
 

 ３偶発債務 4百万円

  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 2百万円

   同左 
 

 ３偶発債務 3百万円

   同左 
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(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 

4,326百万円 

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 

4,401百万円 

賞与引当金繰入額 468百万円 

役員退職慰労引当金
繰入額 

57百万円 

賃借料 1,267百万円 

※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 

8,637百万円 

賞与引当金繰入額 278百万円 

役員退職慰労引当金
繰入額 

37百万円 

賃借料 2,735百万円 
 

※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。 

※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 

飲食 

店舗 

東京都 

港区等 

建物及び 

構築物等 
77 

合計 77 

 
 
 
 
 
 

 

(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 56 

その他の有形固定資産 7 

無形固定資産 1 

投資その他の資産 11 

合計 77 

                                                                                                                                                                    

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
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
は使用価値により測定しており、使用価
値の算出については、将来キャッシュ・
フローを５％で割り引いて算定してお
ります。 

※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) 

前中間連結会計期間(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伴う売却による減少0千株であります。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

提出会社 

   新株予約権の当中間連結会計期間末残高は7百万円であります。 

 

４．配当に関する事項 

 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 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19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) 438 91 332 197 

（注）１ 自己株式の増加91千株は、単元株式の取得90千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332千株は、新株予約権の行使によるものであります。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

提出会社 

   新株予約権の当中間連結会計期間末残高は60百万円であります。 
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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19年５月24日 
定時株主総会 

普通株式 132 2.50 平成19年２月28日 平成19年５月25日 

 

（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

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19年10月15日 
取締役会 

普通株式 
利益 
剰余金 

132 2.50 平成19年８月31日 平成19年11月19日 

 

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） 

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(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 当連結会計年度末 

普通株式(千株） 293 145 0 438 

（注）１ 自己株式の増加145千株は、単元株式の取得144千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伴う売却による減少0千株であります。 

 
 
３．新株予約権等に関する事項 

  提出会社 

   新株予約権の当連結会計年度末残高は32百万円であります。 

 

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 

 

（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19年５月24日 
定時株主総会 

普通株式 
利益 
剰余金 

132 2.50 平成19年２月28日 平成19年５月25日 
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(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 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 2,895百万円

現金及び現金同等物
の中間期末残高 

2,895百万円
 

現金及び預金勘定 3,104百万円

現金及び現金同等物
の期末残高 

3,104百万円
 

 

(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 

 
当中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19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 

39,590 4,516 1,928 995 522 47,552 ― 47,552 

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

41 132 1,357 69 1,439 3,040 (3,040) ― 

計 39,632 4,648 3,285 1,064 1,961 50,593 (3,040) 47,552 

営業費用 38,957 4,532 3,242 1,015 1,888 49,635 (3,019) 46,615 

営業利益 675 116 43 48 73 957 (20) 937 

 

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) 

 
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 

81,393 8,796 4,257 1,792 1,162 97,402 ― 97,402 

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

149 267 3,303 143 2,903 6,766 (6,766) ― 

計 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 

 



 

 

㈱松屋 (8237) 平成20年２月期中間決算短信 

 

  
19  

 

(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。 

 

【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。 

 
 

(１株当たり情報) 

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株当たり純資産額 288.44円

１株当たり中間純損失 33.44円

潜在株式調整後1株当
たり中間純利益 

―円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間 

純利益については、１株当たり中間純損 

失であるため記載しておりません。  

 
１株当たり純資産額 313.06円

１株当たり中間純利益 7.83円

潜在株式調整後1株当
たり中間純利益 

7.81円

 
 

 
１株当たり純資産額 312.15円

１株当たり当期純損失 10.03円

潜在株式調整後1株当
たり当期純利益 

―円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期 

純利益については、１株当たり当期純損 

失であるため記載しておりません。  
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(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 
項目 前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度 

中間連結貸借対照表及び連結貸借対照表の 
純資産の部の合計額(百万円) 

15,473 17,067 16,922 

普通株式に係る純資産額(百万円) 15,257 16,621 16,497 

差額の主な内訳(百万円) 
新株予約権 
少数株主持分 

 
7 
207 

 
60 
386 

 
32 
391 

普通株式の発行済株式数(千株) 53,289 53,289 53,289 

普通株式の自己株式数(千株) 394 197 438 

１株当たりの純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数(千株) 

52,895 53,091 52,850 

２．１株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 
区分 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 

中間連結損益計算書及び 

連結損益計算書上の中間純利益又は 

中間(当期)純損失(△)(百万円) 

△1,772 414 △531 

普通株式に係る中間純利益又は 

中間(当期)純損失(△)(百万円) 
△1,772 414 △531 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数(千株) 52,990 52,972 52,930 

中間(当期)純利益調整額(百万円) ― ― ― 

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益の算定に用いられた 

普通株式増加数の主な内訳 

 新株予約権(千株) ― 95 ― 

普通株式増加数(千株) ― 95 ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間(当期)純利益の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要 

潜在株式の種類と数 
平成17年５月26日定時
株主総会決議によるス
トック・オプション 

新株予約権 1,044個

平成18年５月25日定時
株主総会決議によるス
トック・オプション 

新株予約権 866個

平成18年５月25日定時
株主総会決議によるス
トック・オプション 

新株予約権 700個
 

潜在株式の種類と数 
平成19年５月24日定時
株主総会決議によるス
トック・オプション 

新株予約権 606個

平成19年７月23日取締
役会決議によるストッ
ク・オプション 

新株予約権 690個
 

潜在株式の種類と数 
平成17年５月26日定時
株主総会決議によるス
トック・オプション 

新株予約権 1,044個

平成18年５月25日定時
株主総会決議によるス
トック・オプション 

新株予約権 866個

平成18年５月25日定時
株主総会決議によるス
トック・オプション 

新株予約権 700個
 

 

 (開示の省略) 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項について

は、中間決算発表時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。 

 

(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、横浜市中区に事業所である「ヤマテヨッ

トクラブ」を営業しておりましたが、平成19年９月26日に開催いたしました取締役会において、積水ハウ

ス㈱に対し、固定資産の譲渡(譲渡価額1,312百万円)を決定し、同日、同社と契約を締結いたしました。こ

の事業所の譲渡に伴い、平成19年12月31日(予定)をもって閉鎖することとなりました。なお、平成20年

１月31日までに物件の引渡しを予定しております。これにより、平成20年２月期におきまして、固定資産

売却益として特別利益約１億４千万円の計上を予定しております。 
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５．中間個別財務諸表 

(1）中間個別貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成18年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19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  804  902  681  

  受取手形  201  23  129  

  売掛金  5,057  4,928  5,748  

有価証券  ―  10  10  

  たな卸資産  3,691      3,590  3,752  

  繰延税金資産  1,200  852  920  

  短期貸付金  3,874  3,453  3,619  

  その他  417  455  575  

  貸倒引当金  △19  △125  △38  

流動資産合計 15,227 27.1 14,090 26.2 15,397 27.5 

Ⅱ 固定資産        

 (1) 有形固定資産        

  建物  13,040  14,118  14,412  

  土地  14,060  13,461  13,461  

  その他  1,249  568  600  

有形固定資産合計 28,351 50.5 28,148 52.4 28,474 50.8 

 (2) 無形固定資産  429 0.8 548 1.0 413 0.7 

 (3) 投資その他の資産        

  投資有価証券  7,632  7,061  7,789  

  長期貸付金  484  265  58  

  保証金  2,602  2,178  2,195  

  その他  1,831  1,537  2,057  

  貸倒引当金  △374  △76  △355  

投資その他の資産合計 12,176 21.7 10,966 20.4 11,745 21.0 

固定資産合計 40,956 72.9 39,662 73.8 40,633 72.5 

資産合計 56,183 100.0 53,752 100.0 56,030 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成18年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成19年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19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  749  159  306  

  買掛金  5,786  6,457  6,780  

  短期借入金  15,604  19,679  17,293  

  １年以内償還予定社債 3,000  ―  ―  

  未払法人税等  25  33  37  

  賞与引当金  304  345  171  

  ポイントカード引当金  75  51  84  

  その他  4,043  4,016  4,275  

流動負債合計 29,589 52.7 30,742 57.2 28,949 51.7 

Ⅱ 固定負債        

  長期借入金  8,836  5,148  8,542  

  繰延税金負債  785  636  904  

  役員退職慰労引当金  556  435  563  

  受入保証金  1,793  1,750  1,760  

  その他  683  280  627  

固定負債合計 12,655 22.5 8,250 15.3 12,397 22.1 

負債合計 42,244 75.2 38,993 72.5 41,347 73.8 

(純資産の部)       

Ⅰ 株主資本        

  資本金  7,132  7,132  7,132  

  資本剰余金  5,661  5,681  5,661  

資本準備金  3,660  3,660  3,660  

その他資本剰余金  2,000  2,021  2,000  

  利益剰余金  471  1,447  1,205  

その他利益剰余金  471  1,447  1,205  

固定資産圧縮積立金  920  920  920  

繰越利益剰余金  △449  527  285  

  自己株式  △597  △305  △678  

株主資本合計 12,667 22.5 13,956 26.0 13,320 23.8 

Ⅱ 評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金 1,342  780  1,385  

繰延ヘッジ損益  △78  △37  △55  

評価・換算差額等合計 1,263 2.2 743 1.4 1,330 2.4 

Ⅲ 新株予約権  7 0.0 60 0.1 32 0.1 

純資産合計 13,939 24.8 14,759 27.5 14,683 26.2 

負債及び純資産合計 56,183 100.0 53,752 100.0 56,030 100.0 
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(2）中間個別損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
        至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 
        至 平成19年８月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年３月１日 
        至 平成19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  38,680 100.0 39,632 100.0 102.5 81,542 100.0 

Ⅱ 売上原価  29,311 75.8 30,011 75.7 102.4 61,928 75.9 

   売上総利益  9,369 24.2 9,620 24.3 102.7 19,613 24.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  8,732 22.6 8,945 22.6 102.4 17,687 21.7 

   営業利益  636 1.6 675 1.7 106.0 1,926 2.4 

Ⅳ 営業外収益  341 0.9 354 0.9 103.7 669 0.8 

   受取利息  15  21   36  

   その他  326  332   633  

Ⅴ 営業外費用  291 0.8 330 0.8 113.4 634 0.8 

   支払利息  171  223   388  

   社債利息  16  ―   16  

   その他  103  106   228  

   経常利益  687 1.8 699 1.8 101.7 1,961 2.4 

Ⅵ 特別利益  71 0.2 41 0.1 58.4 519 0.6 

投資有価証券売却益  ―  30   447  

貸倒引当金戻入益  ―  11   ―  

主要株主株式売買利益金  19  ―   19  

退職給付信託解約益  51  ―   51  

Ⅶ 特別損失  4,036 10.4 156 0.4 3.9 4,667 5.7 

   固定資産除却損  420  66   555  

減損損失  740  ―   740  

退職給付制度改定損失  851  ―   851  

再就職支援制度関連損失  1,920  ―   1,918  

貸倒引当金繰入額  ―  89   38  

その他  103  ―   562  

税引前中間純利益又は税引
前中間(当期)純損失(△) 

 △3,277 △8.5 584 1.5 ― △2,186 △2.7 

   法人税、住民税及び事業税  8 0.0 8 0.0 94.5 12 0.0 

   法人税等調整額  △1,325 △3.4 202 0.5 ― △970 △1.2 

中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

 △1,961 △5.1 374 0.9 ― △1,227 △1.5 
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(3）中間個別株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年２月28日残高 7,132 3,660 2,000 5,661 

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当     

 中間純損失     

 自己株式の取得     

 自己株式の処分   0 0 

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
    

中間会計期間中の変動額合計 ― ― 0 0 

平成18年８月31日残高 7,132 3,660 2,000 5,661 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金  

固定資産 

圧縮積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年２月28日残高 920 1,645 2,565 △401 14,957 

中間会計期間中の変動額      

 剰余金の配当  △132 △132  △132 

 中間純損失  △1,961 △1,961  △1,961 

 自己株式の取得    △196 △196 

 自己株式の処分    0 0 

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
     

中間会計期間中の変動額合計 ― △2,094 △2,094 △195 △2,290 

平成18年８月31日残高 920 △449 471 △597 12,667 

 

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18年２月28日残高 1,604 ― 1,604 ― 16,561 

中間会計期間中の変動額      

 剰余金の配当     △132 

 中間純損失     △1,961 

 自己株式の取得     △196 

 自己株式の処分     0 

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
△262 △78 △340 7 △332 

中間会計期間中の変動額合計 △262 △78 △340 7 △2,622 

平成18年８月31日残高 1,342 △78 1,263 7 13,939 
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当中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日)                (単位 百万円） 
 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年２月28日残高 7,132 3,660 2,000 5,661 

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当     

 中間純利益     

 自己株式の取得     

 自己株式の処分   20 20 

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
    

中間会計期間中の変動額合計 ― ― 20 20 

平成19年８月31日残高 7,132 3,660 2,021 5,681 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金  

固定資産 

圧縮積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成19年２月28日残高 920 285 1,205 △678 13,320 

中間会計期間中の変動額      

 剰余金の配当  △132 △132  △132 

 中間純利益  374 374  374 

 自己株式の取得    △187 △187 

 自己株式の処分    560 581 

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
       

中間会計期間中の変動額合計 ― 242 242 373 635 

平成19年８月31日残高 920 527 1,447 △305 13,956 

 

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 

中間会計期間中の変動額      

 剰余金の配当     △132 

 中間純利益     374 

 自己株式の取得     △187 

 自己株式の処分     581 

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
△605 18 △587 27 △559 

中間会計期間中の変動額合計 △605 18 △587 27 76 

平成19年８月31日残高 780 △37 743 60 14,759 
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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 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年２月28日残高 7,132 3,660 2,000 5,661 

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当     

 当期純損失     

 自己株式の取得     

 自己株式の処分   0 0 

 株主資本以外の項目の事業 

 年度中の変動額(純額) 
    

事業年度中の変動額合計 ― ― 0 0 

平成19年２月28日残高 7,132 3,660 2,000 5,661 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金  

固定資産 

圧縮積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年２月28日残高 920 1,645 2,565 △401 14,957 

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 

 自己株式の処分    0 0 

 株主資本以外の項目の事業 

 年度中の変動額(純額) 
     

事業年度中の変動額合計 ― △1,360 △1,360 △276 △1,636 

平成19年２月28日残高 920 285 1,205 △678 13,320 

 

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18年２月28日残高 1,604 ― 1,604 ― 16,561 

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当     △132 

 当期純損失     △1,227 

 自己株式の取得     △277 

 自己株式の処分     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 △218 △55 △273 32 △1,877 

平成19年２月28日残高 1,385 △55 1,330 32 14,683 
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部門別売上高明細表 

１．店別売上高                                  (単位 百万円、比率 ％) 

前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
  至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 
  至 平成19年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年３月１日 
  至 平成19年２月28日) 店 別 

金額 構成比 金額 構成比 
前年 

同期比 
金額 構成比 

銀座本店 31,471 81.4 32,614 82.3 103.6 67,018 82.2 

浅草支店 7,208 18.6 7,017 17.7 97.4 14,524 17.8 

計 38,680 100.0 39,632 100.0 102.5 81,542 100.0 

 

 

２．商品別売上高                                 (単位 百万円、比率 ％) 

前中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
  至 平成18年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年３月１日 
  至 平成19年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成18年３月１日 
     至 平成19年２月28日) 商品別 

金額 構成比 金額 構成比 
前年 

同期比 
金額 構成比 

衣料品 13,635 35.2 13,761 34.7 100.9 28,889 35.5 

身廻品 7,936 20.5 8,838 22.3 111.4 17,139 21.0 

雑貨 4,714 12.2 4,876 12.3 103.4 9,891 12.1 

家庭用品 1,554 4.0 1,527 3.8 98.3 3,195 3.9 

食料品 8,277 21.4 8,400 21.2 101.5 17,362 21.3 

食堂・喫茶 1,065 2.8 1,097 2.8 103.0 2,115 2.6 

サービス・その他 1,496 3.9 1,132 2.9 75.6 2,948 3.6 

計 38,680 100.0 39,632 100.0 102.5 81,542 100.0 

 




