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    平成20年２月期 第３四半期財務・業績の概況 

 平成20年１月７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 
 

(百万円未満切捨て) 
１．平成20年２月期第３四半期の連結業績(平成19年３月１日～平成19年11月30日) 
(1) 連結経営成績                        (％表示は対前年同四半期(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    ％ 

20年２月期第３四半期 
19年２月期第３四半期 

70,979 （  0.8） 
70,407 （  2.9） 

1,257 （△13.4） 
1,451 （ 107.8） 

1,142 （△23.0） 
1,483 （ 128.2） 

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

 四半期(当期)純利益 
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 

 百万円    ％ 円  銭 円  銭 

20年２月期第３四半期 
19年２月期第３四半期 

499 （  －） 
△1,456 （  －） 

9  42 
△27  50 

9  40    
－  －  

19年２月期 △531 （  －） △10  03 －  －  

        
(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 

20年２月期第３四半期 
19年２月期第３四半期 

60,213 
63,837 

16,879 
15,711 

27.3 
24.2 

309  46 
292  67 

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３四半期 
19年２月期第３四半期 

2,556 
△426 

△758 
△2,002 

△1,389 
2,522 

3,512 
2,375 

19年２月期 1,709 △2,270 1,384 3,104 
 
２．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)  【参考】 

     （％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 98,500 1.1 2,150 △12.1 2,000 △19.2 700 － 13 20 

 
３．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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無              有 
（3）最近連結会計年度からの会計処理方法の変更の有無             有 
 〔(注)詳細は、３頁【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。〕 
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【参考】個別業績の概要 
１． 平成20年２月期第３四半期の個別業績(平成19年３月１日～平成19年11月30日) 
(1) 個別経営成績                   （％表示は対前年同四半期(前期)増減率） 

 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３四半期 
19年２月期第３四半期 

59,364（  1.0） 
58,786（  0.9） 

965（△16.9） 
1,161（ 56.4） 

923（△23.4） 
1,204（  69.2） 

  464（  －） 
△1,730（  －） 

19年２月期 81,542（ 1.0） 1,926（ 36.5） 1,961（  37.2） △1,227（  －） 
 
(2) 個別財政状態 
 総 資 産     純 資 産 

 百万円 百万円 

20年２月期第３四半期 
19年２月期第３四半期 

55,960 
59,696 

14,602 
14,099 

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)    

                     （％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 82,500 1.2 1,600 △16.9 1,500 △23.5 500 － 9 42 

 

※ 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、上記業績予想に関する事項につきましては、３頁【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予

想に関する定性的情報をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期(平成19年３月１日～平成19年11月30日)におけるわが国経済は、個人消費は概ね横ばい

ながら、企業業績の好調さが持続し、景気は緩やかな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、気温の影響による季節商品の売上不振などもありましたが、東京地区百貨店

売上高は一部店舗の記念セールや改装効果も加わり、前年を僅かながら上回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」の完成に向けて諸施策を実

行してまいりました。 

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、食品部門を中心にリニューアルを継続し、お客様拡大と固定化を図るための新「松屋

カード」の発行とロイヤルカスタマー専用サロン「サロン・ド・ギンザ」をオープンいたしました。浅草支

店におきましては、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。以上の結果、百貨店業は、衣料品を中心とした季節商品の不振が一部影響したものの、当第３

四半期を通じては前年を上回る結果となりました。 

グループ企業におきましては、飲食業は婚礼組数の増加や新規開業施設の好調により売上高は前年を大き

く上回ることができました。また、輸入商品卸売業などにおきましても売上高は前年を上回ることができま

した。 

以上の結果、当第３四半期の売上高は70,979百万円(前年同期比100.8％)となり、営業利益は1,257百万

円(前年同期比86.6％)、経常利益は1,142百万円(前年同期比77.0％)、四半期純利益は499百万円となりま

した。 

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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314百万円減少し、60,213百万円と

なりました。資産の減少要因としては、主に受取手形及び売掛金 737百万円の増加、投資有価証券 974百万

円の減少等によるものであります。負債は271百万円減少し、43,333百万円となりました。負債の減少要因

としては、主に借入金 1,516百万円の減少等によるものであります。純資産は 42百万円減少し、16,879百

万円となりました。純資産の減少要因は、主に四半期純利益による増加 499百万円、その他有価証券評価差

額金759百万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 1,003百万円、減価償却費 1,157百万

円、売上債権の増加△737百万円、仕入債務の増加1,886百万円、法人税等の支払額△403百万円、退職給付

制度の改定に伴う支払額△340百万円等により、2,556百万円となりました。 

 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△881百万円、投資有価証券の取

得による支出△328百万円、投資有価証券の売却による収入169百万円等により、△758百万円となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の減少△1,516百万円、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△259百万円等により、

△1,389百万円となりました。 

 
３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成19年10月15日付の「平成20年２月期中間決算短信」において公表いたしました通期の業績予想を

修正しております。本日別途公表いたしました「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

 
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)   
   該当事項はありません。  
（2）会計処理の方法における簡便な方法の採用 
   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。 
（3）最近連結会計年度からの会計処理方法の変更 
   (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。 
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５．(要約)四半期連結財務諸表 
 
（1）(要約)四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円、％) 

前年同四半期 
(平成19年２月期
第３四半期末) 

当四半期 
(平成20年２月期
第３四半期末) 

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 18,935 18,524 △411 △2.2 16,984 

現金及び預金 2,375 3,512 1,137 47.9 3,104 

受取手形及び売掛金 8,926 7,774 △1,152 △12.9 7,036 

たな卸資産 5,189 5,017 △172 △3.3 4,516 

その他 2,443 2,219 △223 △9.2 2,327 

Ⅱ 固 定 資 産 44,902 41,638 △3,264 △7.3 43,542 

(1)有形固定資産 31,095 29,443 △1,652 △5.3 29,996 

建物及び構築物 15,014 14,010 △1,004 △6.7 14,538 

土地 15,158 14,559 △599 △4.0 14,559 

その他 921 873 △48 △5.2 898 

(2)無形固定資産 546 659 113 20.8 533 

(3)投資その他の資産 13,260 11,535 △1,725 △13.0 13,012 

投資有価証券 6,699 5,948 △751 △11.2 6,922 

その他 6,560 5,586 △973 △14.8 6,089 

Ⅲ 繰 延 資 産 ― 50 50 ― ― 

開業費 ― 50 50 ― ― 

資産合計 63,837 60,213 △3,624 △5.7 60,527 

(負債の部)      

Ⅰ 流 動 負 債 33,963 34,633 669 2.0 30,651 

支払手形及び買掛金 10,301 10,202 △99 △1.0 8,315 

短期借入金 15,052 16,992 1,939 12.9 15,014 

その他 8,609 7,439 △1,170 △13.6 7,321 

Ⅱ 固 定 負 債 14,162 8,700 △5,462 △38.6 12,953 

長期借入金 9,636 5,048 △4,588 △47.6 8,542 

その他 4,526 3,652 △874 △19.3 4,411 

負債合計 48,126 43,333 △4,792 △10.0 43,604 

(純資産の部)      

Ⅰ 株 主 資 本 14,159 15,685 1,525 10.8 15,056 

   資 本 金 7,132 7,132 ― ― 7,132 

 資本剰余金 5,661 5,681 20 0.4 5,661 

 利益剰余金 2,026 3,186 1,159 57.2 2,952 

 自己株式 △660 △315 345 △52.2 △688 

Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,313 744 △568 △43.3 1,441 

 その他有価証券評価差額金 1,361 686 △675 △49.6 1,445 

 繰延ヘッジ損益 △48 58 107 ― △4 

Ⅲ 新 株 予 約 権 20 80 59 294.8 32 

Ⅳ 少 数 株 主 持 分 218 368 150 68.6 391 

純資産合計 15,711 16,879 1,167 7.4 16,922 

負債及び純資産合計 63,837 60,213 △3,624 △5.7 60,527 
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（2）(要約)四半期連結損益計算書 
(単位：百万円、％) 

前年同四半期 
(平成19年２月期 
第３四半期) 

当四半期 
(平成20年２月期 
第３四半期) 

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 70,407 70,979 571 0.8 97,402 

Ⅱ 売上原価 50,869 51,350 481 0.9 70,754 

売上総利益 19,538 19,628 90 0.5 26,648 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 18,086 18,371 285 1.6 24,203 

営業利益 1,451 1,257 △194 △13.4 2,445 

Ⅳ 営業外収益 409 310 △99 △24.3 567 

受取利息及び受取配当金 66 63 △2 △3.9 80 

その他 343 246 △97 △28.3 486 

Ⅴ 営業外費用 378 424 46 12.4 538 

支払利息 256 294 37 14.7 352 

その他 121 130 9 7.5 186 

経常利益 1,483 1,142 △340 △23.0 2,474 

Ⅵ 特別利益 177 64 △112 △63.6 1,369 

持分変動損益 88 ― △88 ― 88 

主要株主株式売買利益金 19 ― △19 ― 19 

退職給付信託解約益 51 ― △51 ― 51 

投資有価証券売却益 ― 30 30 ― 447 

貸倒引当金戻入益 ― 31 31 ― ― 

退店補償金 ― ― ― ― 743 

その他 17 3 △14 △81.3 17 

Ⅶ 特別損失 4,132 203 △3,929 △95.1 4,901 

固定資産売却損 3 ― △3 ― 452 

固定資産除却損 509 102 △406 △79.8 701 

 減損損失 775 77 △698 △90.1 775 

 退職給付制度改定損失 900 ― △900 ― 900 

 再就職支援制度関連損失 1,920 ― △1,920 ― 1,918 

製品補償損失 ― 23 23 ― ― 

その他 23 ― △23 ― 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(△) 

△2,471 1,003 3,475 ― △1,057 

税金費用 △1,098 526 1,624 ― △756 

少数株主利益又は 
少数株主損失(△) 83 △22 △105 ― 229 

四半期純利益又は 
四半期(当期)純損失(△) △1,456 499 1,956 ― △531 
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（3）(要約)四半期連結株主資本等変動計算書 
   

前年同四半期 (自 平成18年３月１日 至 平成18年11月30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 

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   △1,456  △1,456      △1,456 

自己株式の取得    △249 △249      △249 

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) 

     △299 △48 △348 20 87 △240 

当四半期中の変動額合計 ― 0 △1,592 △248 △1,840 △299 △48 △348 20 87 △2,081 

平成18年11月30日残高 7,132 5,661 2,026 △660 14,159 1,361 △48 1,313 20 218 15,711 

 

当四半期 (自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30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 

当四半期中の変動額            

剰余金の配当   △264  △264      △264 

四半期純利益   499  499      499 

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 
当四半期中の変動額 
(純額) 

     △759 62 △696 47 △22 △671 

当四半期中の変動額合計 ― 20 234 373 628 △759 62 △696 47 △22 △42 

平成19年11月30日残高 7,132 5,681 3,186 △315 15,685 686 58 744 80 368 16,879 

 

 (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) 

 
前年同四半期 

(平成19年２月期 
第３四半期) 

当四半期 

(平成20年２月期 
第３四半期) 

(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(△) △2,471 1,003 △1,057 

減価償却費 1,127 1,157 1,533 

引当金の減少額 △140 △55 △143 

受取利息及び受取配当金 △66 △63 △80 

支払利息 256 294 352 

持分変動損益 △88 ―  △88 

固定資産除却損 509 102 701 

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 

売上債権の増加額 △2,040 △737 △150 

たな卸資産の増減額 △265 △500 330 

仕入債務の増加額 1,993 1,886 7 

その他 690 334 393 

小計 3,100 3,499 5,392 

利息及び配当金の受取額 66 64 80 

利息の支払額 △214 △262 △354 

退職給付制度改定に伴う支払額 △1,464 △340 △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 △650 △403 △652 

営業活動によるキャッシュ・フロー △426 2,556 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 △1,811 △881 △2,887 

投資有価証券の取得による支出 △1,194 △328 △1,425 

投資有価証券の売却による収入 601 169 1,091 

その他 401 282 951 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,002 △758 △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 4,999 △1,022 4,161 

長期借入金の増減額 806 △494 512 

社債の償還による支出 △3,000 ― △3,000 

配当金の支払額 △132 △259 △133 

少数株主への株式の発行による収入 100 ― 121 

自己株式(単元株式)の取得による支出 △248 △186 △276 

自己株式(単元株式)の売却による収入 ― 581 ― 

その他 △1 △8 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,522 △1,389 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 93 408 822 

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四半期末(期末)残高 2,375 3,512 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】 

前年同四半期(自 平成18年３月１日 至 平成18年11月30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 58,786 6,351 6,075 1,432 3,039 75,685 (5,277) 70,407 

営業費用 57,624 6,367 5,906 1,317 2,955 74,171 (5,215) 68,955 

営業利益又は 
営業損失(△) 

1,161 △15 169 114 83 1,513 (62) 1,451 

 

当四半期(自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30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 59,364 6,686 5,236 1,692 3,069 76,050 (5,071) 70,979 

営業費用 58,399 6,631 5,172 1,577 2,982 74,762 (5,040) 69,721 

営業利益 965 55 64 115 87 1,287 (30) 1,257 

 

(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 

 
(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。 
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［ 参考 ］ 
 
１．(要約)四半期個別貸借対照表 

(単位：百万円、％) 

前年同四半期 
(平成19年２月期 
第３四半期末) 

当四半期 
(平成20年２月期 
第３四半期末) 

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 18,082 16,724 △1,358 △7.5 15,397 

現金及び預金 1,101 1,502 401 36.4 681 

受取手形及び売掛金 7,304 6,511 △793 △10.9 5,877 

たな卸資産 4,160 4,099 △60 △1.5 3,752 

その他 5,515 4,610 △905 △16.4 5,086 

Ⅱ 固 定 資 産 41,614 39,236 △2,377 △5.7 40,633 

(1) 有形固定資産 29,409 28,003 △1,405 △4.8 28,474 

建物 14,741 13,978 △762 △5.2 14,412 

土地 14,060 13,461 △599 △4.3 13,461 

その他 606 563 △43 △7.1 600 

(2) 無形固定資産 426 554 128 30.0 413 

(3) 投資その他の資産 11,778 10,678 △1,099 △9.3 11,745 

投資有価証券及び 
関係会社株式 7,588 6,834 △753 △9.9 7,789 

その他 4,189 3,843 △346 △8.3 3,955 

資産合計 59,696 55,960 △3,735 △6.3 56,030 

(負債の部)      

Ⅰ 流 動 負 債 31,971 33,196 1,224 3.8 28,949 

支払手形及び買掛金 8,720 8,495 △225 △2.6 7,087 

短期借入金 17,127 19,710 2,583 15.1 17,293 

その他 6,123 4,990 △1,133 △18.5 4,568 

Ⅱ 固 定 負 債 13,624 8,162 △5,462 △40.1 12,397 

長期借入金 9,636 5,048 △4,588 △47.6 8,542 

その他 3,988 3,114 △874 △21.9 3,855 

負債合計 45,596 41,358 △4,237 △9.3 41,347 

(純資産の部)      

Ⅰ 株 主 資 本 12,845 13,914 1,068 8.3 13,320 

   資 本 金 7,132 7,132 ― ― 7,132 

 資本剰余金 5,661 5,681 20 0.4 5,661 

 利益剰余金 702 1,405 702 100.1 1,205 

 自己株式 △650 △305 345 △53.0 △678 

Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,234 607 △626 △50.8 1,330 

 その他有価証券評価差額金 1,312 644 △667 △50.9 1,385 

 繰延ヘッジ損益 △78 △37 41 △52.6 △55 

Ⅲ 新 株 予 約 権 20 80 59 294.8 32 

純資産合計 14,099 14,602 502 3.6 14,683 

負債及び純資産合計 59,696 55,960 △3,735 △6.3 56,030 
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２．(要約)四半期個別損益計算書 
(単位：百万円、％) 

前年同四半期 
(平成19年２月期 
第３四半期) 

当四半期 
（平成20年２月期 
第３四半期) 

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 58,786 59,364 578 1.0 81,542 

Ⅱ 売上原価 44,474 45,002 528 1.2 61,928 

売上総利益 14,312 14,362 50 0.4 19,613 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 13,150 13,397 246 1.9 17,687 

営業利益 1,161 965 △196 △16.9 1,926 

Ⅳ 営業外収益 496 454 △41 △8.4 669 

受取利息及び受取配当金 129 181 52 40.8 151 

その他 366 272 △94 △25.8 518 

Ⅴ 営業外費用 452 495 42 9.5 634 

支払利息及び社債利息 297 337 40 13.6 405 

その他 155 158 2 1.7 228 

経常利益 1,204 923 △281 △23.4 1,961 

Ⅵ 特別利益 71 41 △29 △41.6 519 

主要株主株式売買利益金 19 ― △19 ― 19 

退職給付信託解約益 51 ― △51 ― 51 

投資有価証券売却益 ― 30 30 ― 447 

貸倒引当金戻入益 ― 11 11 ― ― 

Ⅶ 特別損失 4,135 195 △3,939 △95.3 4,667 

固定資産売却損 ― ― ― ― 449 

固定資産除却損 519 105 △413 △79.6 555 

 減損損失 740 ― △740 ― 740 

 退職給付制度改定損失 851 ― △851 ― 851 

 再就職支援制度関連損失 1,920 ― △1,920 ― 1,918 

 貸倒引当金繰入額 ― 89 89 ― 38 

 その他 103 ― △103 ― 112 

税引前四半期純利益 
又は税引前四半期(当期) 
純損失(△) 

△2,858 769 3,628 ― △2,186 

税金費用 △1,128 304 1,432 ― △958 

四半期純利益又は 
四半期(当期)純損失(△) 

△1,730 464 2,195 ― △1,227 
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３．(要約)四半期個別株主資本等変動計算書 
 

前年同四半期 (自 平成18年３月１日 至 平成18年11月30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 

当四半期中の変動額           

剰余金の配当   △132  △132     △132 

四半期純損失   △1,730  △1,730     △1,730 

自己株式の取得    △249 △249     △249 

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) 

     △291 △78 △369 20 △349 

当四半期中の変動額合計 ― 0 △1,863 △248 △2,112 △291 △78 △369 20 △2,461 

平成18年11月30日残高 7,132 5,661 702 △650 12,845 1,312 △78 1,234 20 14,099 

 

当四半期 (自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30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 

当四半期中の変動額           

剰余金の配当   △264  △264     △264 

四半期純利益   464  464     464 

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 
当四半期中の変動額 
(純額) 

     △741 18 △722 47 △675 

当四半期中の変動額合計 ― 20 199 373 593 △741 18 △722 47 △81 

平成19年11月30日残高 7,132 5,681 1,405 △305 13,914 644 △37 607 80 14,602 

 

 (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 

 


