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平成20年２月期 決算短信 

 平成20年４月14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 

定時株主総会開催予定日           平成20年５月22日       配当支払開始予定日 平成20年５月23日 

有価証券報告書提出予定日 平成20年５月23日    
 

(百万円未満切捨て) 
１．20年２月期の連結業績(平成19年３月１日～平成20年２月29日) 

(1) 連結経営成績                  (％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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

20年２月期 
19年２月期 

97,598 （  0.2） 
97,402 （   2.8） 

 2,083（△14.8） 
2,445（ 46.7） 

 1,940（△21.5） 
2,474（  46.1） 

   442（   －） 
 △531（    －） 

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        
自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

  円   銭  円   銭 ％ ％ ％ 

20年２月期 
19年２月期 

8  34 
△10  03 

8    32 
－  － 

2.8 
△3.1 

3.3 
4.1 

2.1 
2.5 

(参考) 持分法投資損益   20年２月期 16百万円 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 

20年２月期 
19年２月期 

55,617 
60,527 

16,113 
16,922 

28.2 
27.3 

295    81 
312    15 

(参考) 自己資本      20年２月期 15,675百万円 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 

20年２月期 
19年２月期 

3,620 
1,709 

175 
△2,270 

△3,606 
1,384 

3,295 
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 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率  
（連結） 

 円   銭 円   銭 円   銭 百万円 ％ ％ 

19年２月期 ―    ―  2   50  2   50  132 ― 0.8 

20年２月期 2   50  2   50  5   00  265 59.9 1.6 

21年２月期(予想) 2   50  2   50  5   00   29.5  
 
３．21年２月期の連結業績予想(平成20年３月１日～平成21年２月28日) 

    （％表示は、通期は対前期、中間期は対前中間期増減率） 
 

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 

中 間 期 48,000 0.9 700 △25.3 750 △15.3 300 △27.7 5 65 

通   期 98,500  0.9 2,100 0.8 2,000 3.0 900 103.3  16 97 
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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）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(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、15頁「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) 20年２月期 53,289,640株 19年２月期 53,289,640株 
② 期末自己株式数   20年２月期    297,717株 19年２月期   438,942株                                                                       
(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については 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． 20年２月期の個別業績(平成19年３月１日～平成20年２月29日) 
(1) 個別経営成績                            （％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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 

20年２月期 
19年２月期 

81,698  (  0.2) 
81,542  (  1.0) 

1,555  (△19.3) 
1,926  (  36.5) 

1,475  (△24.8) 
1,961  (  37.2) 

339  ( －) 
△1,227  ( －)  

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 円   銭 円   銭 

20年２月期 
19年２月期 

  6   39 
△23   17 

    6     38 
－    － 

 
(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 

20年２月期 
19年２月期 

51,470 
56,030 

13,801 
14,683 

26.6 
26.1 

258    43 
277  08 

 (参考) 自己資本     20年２月期 13,701百万円 19年２月期 14,650百万円 
 
２．21年２月期の個別業績予想(平成20年３月１日～平成21年２月28日) 

                         （％表示は、通期は対前期、中間期は対前中間期増減率） 

 
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 
中 間 期 40,000 0.9 500 △25.9 600 △14.2 250 △33.2 4 71 

通   期 82,500 1.0 1,600 2.9 1,500 1.7 700 106.2  13 19 

 

 

 

 

 

 

 

※ 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当連結会計年度の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、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や米国のサブプライムローン問題の影響な

どもあり、後半に失速感はありましたが、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。 

この間におきまして当社グループは、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、基本方針

である「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

掲げ、経営・営業基盤の確立に取り組んでまいりました。 
以上の結果、当連結会計年度の売上高は、97,598百万円(前期比100.2％）、営業利益は、2,083百万円(前期比

85.2％)、経常利益は1,940百万円(前期比78.5％)、当期純利益は442百万円となりました。 

②セグメント別の業績 

＜百貨店業＞ 

百貨店業は、銀座本店におきましては、2001年の全館改装以来、定着した新しいお客様に支持される食品フロ

アの完成に向け、食品部門のリニューアルを継続して実施しました。春に和洋菓子売場、秋には和惣菜売場を改

装し、着実にＭＤの変更を行ってまいりました。また、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。更に、「リサとガスパール

＆ペネロペ展」や「小堀遠州 美の出会い展」など集客力のある大型催事を開催し、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、メイン商圏顧客の取り込み強化のため、地元の季節催事に合わせて物産展を開催す

るなど、地域密着の集客効果を図っていくとともに、地元顧客のニーズの高い、惣菜売場の環境整備とリビング

部門の品揃えの拡充を継続的に行い、買廻り性の向上を図ってまいりました。 

外販部門におきましては、法人に特化した営業を推進するために、優良法人企業の新規口座開拓や既存口座の

活性化を図ってまいりました。また、あらためて利益重視の視点の下、受注案件の内容を精査し、売上はもとよ

り収益の拡大に努めてまいりました。 

以上の結果、売上高は81,698百万円(うち外部顧客に対する売上高81,606百万円)と前連結会計年度に比べ155

百万円(+0.2％)の増収となり、営業利益は 1,555百万円と前連結会計年度に比べ 371百万円(△19.3％)の減益と

なりました。 

＜飲食業＞  

飲食業でありますアターブル松屋グループにおきましては、㈱アターブル松屋ホールディングス及び７つの事

業会社からなる持株会社体制で事業を推進しております。事業子会社であります㈱アターブル松屋は、婚礼事業

における営業・宣伝政策の強化等が奏功し、婚礼組数を大幅に増やすことができました。また宴会・ケータリン

グ等におきましても、積極的な営業活動を行ったことにより着実に業績を伸ばしました。イタリアンレストラン

事業におきましては、2007年３月にグランドオープンしました「エノテーカ ピンキオーリ 名古屋店」が、名古

屋地区の活気に満ちた商圏を背景に初年度から当期黒字となるなど、グループ全体として好調に推移しました。

また組織再編等による本社部門のスリム化など財務体質の強化も図ってまいりました。 

以上の結果、売上高は 9,349百万円(うち外部顧客に対する売上高 9,084百万円)と前連結会計年度に比べ 286

百万円(+3.2％)の増収となり、営業利益は 202百万円と前連結会計年度に比べ 61百万円(+43.9％)の増益となり

ました。 

＜ビル総合管理業＞ 

ビル総合管理業であります㈱シービーケーにおきましては、厳しい市場環境の中、引き続き、情報収集力の強

化及び顧客のニーズに合ったトータルプランニングを提案するコンサルティング型営業に努め、売上の拡大を図

ってまいりました。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、またビルメンテナンス部門で

は新規及び既存の顧客に向けた警備・清掃・設備メンテナンス等の「ビル総合管理」の提案営業を行うなど、積

極的な事業活動を展開してまいりましたが、業界間の競争が熾烈で十分な成果に至りませんでした。 

以上の結果、売上高は 6,838百万円(うち外部顧客に対する売上高 3,569百万円)と前連結会計年度に比べ 722

百万円(△9.6％)の減収となり、営業利益は54百万円と前連結会計年度に比べ94百万円(△63.3％)の減益となり

ました。 
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＜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による売上の拡大に努めてまいりました。特に、ストッケではベビー関連商品をフルラ

インで取扱う「ＳＴＯＫＫＥ ＣＨＩＬＤＲＥＮ ＳＨＯＰ」の展開を進め、イッタラでは国内輸入総代理店とし

て取扱商品を拡大するとともに「イッタラショップ」の展開を開始し、営業力の強化に取り組んでまいりました。 

以上の結果、売上高は 2,284百万円(うち外部顧客に対する売上高 2,164百万円)と前連結会計年度に比べ 348

百万円(+18.0％)の増収となり、営業利益は165百万円と前連結会計年度に比べ０百万円(+0.5％)の増益となりま

した。 

＜その他事業＞  

㈱東栄商会は、旅行部門が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

が功を奏し、減収ながら増益となりました。㈱エムジー商品試験センターは、消費者の商品に対する安心・安全

の要求が一層強まる中、小売業、製造業等の衛生指導及び食品検査・期限表示に関わる検査等の獲得に努力した

結果、増収減益となりました。 

以上の結果、その他事業全体としての売上高は4,150百万円(うち外部顧客に対する売上高1,172百万円) と前

連結会計年度に比べ84百万円(+2.1％)の増収となり、営業利益は149百万円と前連結会計年度に比べ15百万円

(+11.9％)の増益となりました。 

③次期の見通し 

今後の当社グループを取り巻く事業環境は、米国における景気の先行き懸念が強まる中、円高、株安傾向が日

本経済にも影響を与え始め、原材料高による物価高等、消費へのマイナス材料が数多く、景気の先行きに若干陰

りがみられます。それにより、個人消費は頭打ちとなり、横ばい傾向が続くものと思われます。更に、都心にお

ける大型店の大規模改装計画などの積極投資も予定されており、競争はますます激化していくものと思われます。 

このような状況下、当社グループは前中期経営計画「成長基盤確立３ヵ年計画」の成果と反省を踏まえ、新た

な中期経営計画「成長力拡大３ヵ年計画」を策定いたしました。当期はもちろんのこと、引き続き長期的な企業

価値の向上に取り組んでまいります。 

百貨店業では、銀座本店におきましては、引き続き食品部門の改装を実施し、更に買廻り性を高めてまいりま

す。また「ディオール」をはじめとしたプレステージ雑貨の強化、婦人を中心に日本初出店の「ステラ マッカー

トニー」の導入等、婦人・紳士を中心にショップの改廃を実施してまいります。また、激しさを増す競合の中、

他店との差別化を図るため「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」を

はじめ、独自性のある品揃えをより一層強化してまいります。更に、顧客密着を図るため、ロイヤルカスタマー

向けサービスを推進し、松屋ファンの拡大と定着を図ります。その他スペシャリティを追求した諸施策を実施す

ることにより、銀座地区における圧倒的地域一番店の座をより強固なものにしてまいります。 

浅草支店におきましては、台東・墨田地区への宣伝媒体訴求を強化し商圏顧客の集客拡大を図るとともに、惣

菜売場の継続的ＭＤ強化、化粧品「シャネル」のリニューアル、紳士・婦人及びリビング部門のゾーニングの見

直し等の諸施策により、更なる買廻り性の向上と効率的運営を目指してまいります。 

外販部門におきましては、機動力を活かしたone to oneの営業を推し進め、受注件数の増大や新規法人顧客の

開拓に向けた組織体制の整備を図るなど、売上高拡大に向け積極的に取り組んでまいります。また、お客様の店

頭・催事への来店促進を図り、更なる収益率の向上に努めてまいります。 

飲食業におきましては、引き続き、㈱アターブル松屋ホールディングスの本部機能を強化し、各事業会社の育

成に努めてまいります。具体的には、個別の事業会社の課題解決に向け、最適な経営資源の配置を図り、積極策

としての新規出店等も検討してまいります。コアビジネスへの選択と集中により事業規模を拡大し、事業会社毎

で独立採算・継続的な増収増益を図れる企業グループを目指してまいります。 

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、本年３月に宣伝広告業や店内外のディスプレイを

はじめとする装飾事業等を営む当社連結子会社㈱エムアンドエーと合併いたしました。これを機に商業施設関連

ビジネスにおいて「施設の企画・設計・施工から店内外ディスプレイ、ビルメンテナンスまでのトータルサービ

ス」を提供し、また両社の異なる取引先を一本化することにより、ビジネスチャンスの拡大・収益基盤の強化を

図ってまいります。 

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、本年４月に主力ブランド別とする会社分割を

行い、新たに㈱ストッケジャパンを誕生させました。この分割により主力商材に経営資源を集中し、迅速な事業

運営を行い、企業価値の一層の向上に努めてまいりますとともに、両社の主力ブランドである「ストッケ」及び

「イッタラ」のショップ展開を引き続き推進し、各々のブランドの価値向上・シェア拡大・収益力強化に努めて

まいります。 
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なお、平成21年２月期の通期連結業績予想につきましては、売上高は98,500百万円(前期比100.9％)、営業利

益2,100百万円(前期比100.8％）、経常利益2,000百万円(前期比103.0％）、当期純利益900百万円(前期比203.3％)

を見込んでおります。 

また、平成21年２月期の通期個別業績予想につきましては、売上高は82,500百万円(前期比101.0％)、営業利

益1,600百万円(前期比102.9％)、経常利益1,500百万円(前期比101.7％)、当期純利益700百万円(前期比206.2％)

を見込んでおります。 

(2) 財政状態に関する分析 

当連結会計年度末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は4,909百万円減少し、55,617百万円と

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 761百万円の減少、建物及び構築物 788百万円

の減少、土地1,098百万円の減少、投資有価証券1,553百万円の減少等によるものであります。負債は4,100百

万円減少し、39,504百万円となりました。負債の減少要因としては、主に借入金3,534百万円の減少等によるも

のであります。純資産は809百万円減少し、16,113百万円となりました。純資産の減少要因としては、主に当期

純利益による増加442百万円、その他有価証券評価差額金1,274百万円の減少等によるものであります。 

 

連結キャッシュ・フローの状況 

｢営業活動によるキャッシュ・フロー｣は、税金等調整前当期純利益 1,162百万円、減価償却費 1,560百万円、

商品券等回収損失引当金の増加398百万円、売上債権の減少761百万円、法人税等の支払額△428百万円、退職給

付制度の改定の支払額△353百万円等により3,620百万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、主に有形固定資産の取得による支出△1,015百万円、有形固定資産の

売却による収入1,317百万円、投資有価証券の取得による支出△638百万円、貸付金の回収による収入640百万円

等により175百万円の収入となりました。 

｢財務活動によるキャッシュ・フロー｣は、借入金の減少△3,534百万円、自己株式(単元株式)の取得による支出

△379百万円、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△264百万円等により3,606百

万円の支出となりました。 

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 

２月期 

平成17年 

２月期 

平成18年 

２月期 

平成19年 

２月期 

平成20年 

２月期 

自己資本比率(％) 27.9 29.9 29.6 27.3 28.2 

時価ベースの自己資本比率(％) 44.4 76.6 227.5 210.4 209.1 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) 623.7 986.2 676.9 1,378.2 553.0 

インタレスト･カバレッジ･レシオ(倍) 10.6 6.3 9.9 4.8 9.2 

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。 

※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・次期の配当 

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てまいりました。今後につきましては、新中期経

営計画「成長力拡大３ヵ年計画」に基づき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。当期の剰余金の配当につきま

しては、期末配当金を１株につき2円50銭とし中間配当金と合わせ、年間で5円配当とすることを予定しており

ます。また、次期の剰余金の配当につきましても、年間で5円の配当とすることを予定しております。 

 

（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。  



㈱松屋 (8237) 平成20年２月期決算短信 

 

  
 

6 

２．企業集団の状況 

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

関連は次のとおりであります。 

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

＜百貨店業＞ 

当社グループの主な事業として㈱松屋が営んでおります。 

＜飲食業＞ 

連結子会社である㈱アターブル松屋ホールディングス、㈱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、ОＡ機器類のリース、保険代理業等を行っております。また、連結子会社である㈱松屋友の会が㈱

松屋への商品販売の取次ぎを行い、連結子会社である㈱エムジー商品試験センターが㈱松屋等の商品検査業務を

受託しております。 

関連会社である㈱ギンザコアと㈱銀座インズが不動産賃貸業を営んでおります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

　

　

清掃、警備、設備保守
㈱シービーケー

（ビル総合管理業）

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ情報提供

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙｸﾞﾘｰﾝﾚｽﾄﾗﾝ

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ

商品検査業務の受託

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙ松屋ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙｶﾝﾃｨﾈｯﾀ

輸入商品の卸売
㈱スキャンデックス

（輸入商品卸売業）

建築内装工事

（注） 連結会社 持分法適用関連会社

㈱銀座インズ

㈱松屋友の会

㈱ギンザコア

（不動産賃貸業）

（不動産賃貸業）

（商品検査）

引出物卸売

㈱ 松 屋

㈱ｴﾑｼﾞｰ商品試験ｾﾝﾀｰ

商品販売の取次ぎ （商品販売の取次ぎ）

連結財務諸表提出会社

㈱東京生活研究所

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙｲｰﾋﾟｰｴﾇ

（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ情報ｻｰﾋﾞｽ）
㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙｲｰﾋﾟｰ

食堂部門の卸売

㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙ松屋 広告・宣伝制作請負 （広告・宣伝制作）
㈱エムアンドエー

用度品・事務用品の納入 （卸売・保険代理・ﾘｰｽ業）
㈱ｱﾀｰﾌﾞﾙ松屋
ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

ＯＡ機器類のリース ㈱東栄商会

[事業の系統図]

（飲食業） （百貨店業） （その他事業）
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なお、平成 20年１月 21日に公表いたしました「連結子会社である株式会社シービーケーと株式会社エムアン

ドエーの合併に関する合併契約締結のお知らせ」のとおり、連結子会社である㈱シービーケーと㈱エムアンドエ

ーは平成20年３月１日付で合併いたしました。また、平成20年２月18日に公表いたしました「連結子会社であ

る株式会社スキャンデックスにおける会社分割(新設分割)によるストッケ事業部門の分社化に関するお知らせ」

のとおり、連結子会社である㈱スキャンデックスは、平成20年４月１日付で会社分割を行い、㈱ストッケジャパ

ンを設立しております。各社の概要につきましては、添付資料21頁をご参照ください。 

 

３．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。 

 

（2）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、長期的な企業価値向上に向けた「成長力拡大３ヵ年計画」(平成 20年度～平成 22年度)をス

タートしております。 

当社グループは、「生活文化創造集団」を理念として掲げ、百貨店事業を核に、常にお客様の生活意識を捉え、

鮮度に敏感な情報発信地として、上質で洗練された都市生活者のライフスタイルを提案する企業グループを目指

して歩んできました。本３ヵ年計画においても、この理念を念頭に置きながら、広く社会から信頼される企業グ

ループを目指し、「松屋ブランド」の価値向上を図ってまいります。 

そのためには、前３ヵ年計画で確立された「成長基盤」を基にグループの発展を維持拡大するために、「スペシ

ャリティの追求による松屋ファンの拡大」、「キャッシュフローの重視による財務基盤の強化」、「事業再編による

グループ力の向上」、「コーポレート・ガバナンスの強化」、及び「ステークホルダーとの信頼関係の強化」の５つ

の基本方針に取り組んでまいります。 

 

（3）目標とする経営指標 

当社グループ「成長力拡大３ヵ年計画」の最終年度(平成22年度)における重点経営指標(連結)は営業利益2,900

百万円、ＲＯＡ(営業利益／総資産)5.0%、有利子負債残高16,000百万円であります。 
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４．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

 

  前連結会計年度 
(平成19年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成20年２月29日) 

増減高 

区分 金額(百万円) 構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

金額 
(百万円) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産         

現金及び預金   3,104   3,295  190 

受取手形及び売掛金   7,036   6,275  △761 

有価証券   10   ―  △10 

たな卸資産   4,516   4,672  156 

繰延税金資産   1,168   936  △231 

その他   1,202   1,048  △153 

貸倒引当金   △53   △30  22 

流動資産合計  16,984 28.1  16,197 29.1 △787 

Ⅱ 固定資産         

(1) 有形固定資産         

建物及び構築物 ※１ 35,270   35,150    

減価償却累計額  20,731 14,538  21,400 13,749  △788 

土地 ※１  14,559   13,461  △1,098 

その他  3,301   3,108    

減価償却累計額  2,402 898  2,290 818  △80 

有形固定資産合計  29,996 49.6  28,029 50.4 △1,966 

(2) 無形固定資産         

借地権   203   279  75 

ソフトウェア   203   215  11 

その他   126   222  96 

無形固定資産合計  533 0.9  716 1.3 183 

(3) 投資その他の資産         

投資有価証券 ※２  6,922   5,369  △1,553 

長期貸付金   59   260  200 

繰延税金資産   223   212  △10 

支払保証金   3,637   3,258  △379 

その他   3,016   1,681  △1,335 

貸倒引当金   △846   △155  691 

投資その他の資産合計  13,012 21.5  10,626 19.1 △2,385 

固定資産合計  43,542 71.9  39,372 70.8 △4,169 

Ⅲ 繰延資産         

開業費   ―   47  47 

繰延資産合計  ― ―  47 0.1 47 

資産合計  60,527 100.0  55,617 100.0 △4,909 
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前連結会計年度 
(平成19年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成20年２月29日) 

増減高 

区分 金額(百万円) 構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

金額 
(百万円) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債         

支払手形及び買掛金   8,315   8,420  104 

短期借入金 ※１  15,014   14,468  △546 

未払法人税等   320   217  △102 

繰延税金負債   9   32  22 

未回収商品券   1,935   2,153  217 

賞与引当金   278   280  2 

役員賞与引当金   7   2  △4 

商品券等回収損失引当金   ―   398  398 

ポイントカード引当金   84   57  △27 

店舗閉鎖損失引当金   ―   185  185 

その他   4,685   4,384  △301 

流動負債合計  30,651 50.6  30,599 55.0 △51 

Ⅱ 固定負債         

長期借入金 ※１  8,542   5,554  △2,988 

繰延税金負債   903   276  △626 

退職給付引当金   288   293  5 

役員退職慰労引当金   697   566  △130 

受入保証金   1,840   1,902  61 

その他   681   311  △370 

固定負債合計  12,953 21.4  8,905 16.0 △4,048 

負債合計  43,604 72.0  39,504 71.0 △4,100 

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本         

資本金   7,132   7,132  ― 

資本剰余金   5,661   5,681  20 

利益剰余金   2,952   3,129  177 

自己株式   △688   △508  180 

株主資本合計  15,056 24.9  15,435 27.8 378 

Ⅱ 評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額金   1,445   170  △1,274 

繰延ヘッジ損益   △4   69  74 

評価・換算差額等合計  1,441 2.4  240 0.4 △1,200 

Ⅲ 新株予約権   32 0.1  100 0.2 67 

Ⅳ 少数株主持分   391 0.6  336 0.6 △54 

純資産合計  16,922 28.0  16,113 29.0 △809 

負債及び純資産合計  60,527 100.0  55,617 100.0 △4,909 
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(2) 連結損益計算書 

 

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

増減高 前期比 

区分 金額(百万円) 百分比 
(％) 

金額(百万円) 百分比 
(％) 

金額(百万円) 比率 
(％) 

Ⅰ 売上高  97,402 100.0 97,598 100.0 195 100.2 

Ⅱ 売上原価  70,754 72.6 70,884 72.6 130 100.2 

売上総利益  26,648 27.4 26,713 27.4 65 100.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 24,203 24.8 24,630 25.2 427 101.8 

営業利益  2,445 2.5 2,083 2.1 △361 85.2 

Ⅳ 営業外収益  567 0.6 429 0.4 △138 75.6 

受取利息  13  11  △2  

受取配当金  67  65  △1  

受取賃貸料  21  16  △4  

債務勘定整理益  195  201  5  

受取協賛金  201  52  △148  

その他  68  81  12  

Ⅴ 営業外費用  538 0.6 571 0.6 33 106.1 

支払利息  352  393  41  

債務勘定整理益繰戻損  128  134  6  

その他  58  43  △15  

経常利益  2,474 2.5 1,940 2.0 △533 78.5 

Ⅵ 特別利益  1,369 1.4 208 0.2 △1,160 15.2 

退店補償金  743  ―  △743  

持分変動損益  88  ―  △88  

固定資産売却益 ※２ 17  136  118  

投資有価証券売却益  447  32  △415  

貸倒引当金戻入益  ―  39  39  

その他  71  ―  △71  

Ⅶ 特別損失  4,901 5.0 986 1.0 △3,914 20.1 

固定資産売却損 ※３ 452  ―  △452  

固定資産除却損 ※４ 701  163  △538  

減損損失 ※５ 775  144  △630  

退職給付制度改定損失  900  ―  △900  

再就職支援制度関連損失  1,918  ―  △1,918  

貸倒引当金繰入額  21  54  32  

商品券等回収損失引当金繰入額  ―  398  398  

店舗閉鎖損失引当金繰入額 ※６ ―  185  185  

製品補償損失  ―  22  22  

その他  130  18  △112  

税金等調整前当期純利益又は 
税金等調整前当期純損失(△) 

 △1,057 △1.1 1,162 1.2 2,220 ― 

法人税、住民税及び事業税  340 0.3 321 0.3 △18 94.7 

法人税等調整額  △1,096 △1.1 453 0.5 1,549 ― 

少数株主利益又は 
少数株主損失(△) 

 229 0.2 △54 △0.1 △284 ― 

当期純利益又は当期純損失(△)  △531 △0.5 442 0.5 973 ― 
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

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 

 

 

 

当連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29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 

連結会計年度中の変動額            

剰余金の配当   △264  △264      △264 

当期純利益   442  442      442 

自己株式の取得    △380 △380      △380 

自己株式の処分  20  560 581      581 

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の 

変動額(純額) 

     △1,274 74 △1,200 67 △54 △1,187 

連結会計年度中の変動額

合計 
― 20 177 180 378 △1,274 74 △1,200 67 △54 △809 

平成20年２月29日残高 7,132 5,681 3,129 △508 15,435 170 69 240 100 336 16,113 
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(4) 連結キャッシュ･フロー計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年３月１日 
   至 平成19年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年３月１日 
   至 平成20年２月29日) 

増減高 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益又は 
税金等調整前当期純損失(△)  △1,057 1,162 2,220 

減価償却費  1,533 1,560 26 

のれん償却額  9 14 4 

貸倒引当金増減額  1 △19 △20 

賞与引当金増減額  △10 2 13 

役員賞与引当金増減額  7 △4 △12 

退職給付引当金増減額  △83 5 89 

役員退職慰労引当金減少額  △70 △130 △60 

商品券等回収損失引当金増加額  ― 398 398 

ポイントカード引当金増減額  13 △27 △40 

店舗閉鎖損失引当金増加額  ― 185 185 

受取利息及び受取配当金  △80 △77 3 

支払利息  352 393 41 

持分法による投資利益  △23 △16 7 

持分変動損益  △88 ― 88 

投資有価証券売却損益  △447 △32 415 

固定資産除却損  701 163 △538 

固定資産売却損益  435 △136 △571 

減損損失  775 144 △630 

退職給付制度改定損失  900 ― △900 

再就職支援制度関連損失  1,918 ― △1,918 

売上債権の増減額  △150 761 912 

たな卸資産の増減額  330 △156 △486 

仕入債務の増加額  7 104 97 

未回収商品券の増減額  △19 217 236 

その他  440 204 △236 

小計  5,392 4,718 △673 

利息及び配当金の受取額  80 78 △2 

利息の支払額  △354 △394 △40 

退職給付制度改定に伴う支払額  △1,492 △353 1,139 

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  △652 △428 224 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,709 3,620 1,911 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年３月１日 
   至 平成20年２月29日) 

増減高 

区分  金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △2,887 △1,015 1,871 

有形固定資産の売却による収入  407 1,317 909 

無形固定資産の取得による支出  △38 △302 △263 

投資有価証券の取得による支出  △1,425 △638 786 

投資有価証券の売却による収入  1,091 182 △908 

子会社株式取得による支出  △58 ― 58 

貸付けによる支出  △31 △379 △347 

貸付金の回収による収入  66 640 573 

その他  606 372 △234 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,270 175 2,446 

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  4,161 △2,746 △6,908 

長期借入れによる収入  1,500 800 △700 

長期借入金の返済による支出  △988 △1,588 △600 

社債の償還による支出  △3,000 ― 3,000 

配当金の支払額  △133 △264 △131 

少数株主への配当金の支払額  △1 △7 △6 

少数株主への株式の発行による収入  121 ― △121 

自己株式(単元株式)の取得による支出  △276 △379 △103 

自己株式(単元株式)の売却による収入  ― 581 581 

その他  △0 △1 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,384 △3,606 △4,990 

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  822 190 △632 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,281 3,104 822 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  3,104 3,295 190 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社数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．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社である㈱アターブル松屋ホールディングス、㈱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決算日は 12月 31日であるため、連結
財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について
は、連結上必要な調整を行っております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 
満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) 
その他有価証券 
時価のあるもの  決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部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(ただし、平成19年３月31日以前に取得したものについては旧定額法) 
連結子会社・・・定率法(ただし、平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得した建物(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旧定額法、また、
平成 19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、及び平成 19年３月 31日以前に取得した建
物(建物附属設備は除く)及び一部の子会社の賃貸用資産以外のものについて
は旧定率法) 

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商品券等回収損失引当金 
一定期間経過後に収益計上した未回収の商品券等について、将来回収された場合に発生する損失に備
えるため、合理的に見積もった回収見込額を計上しております。 

⑤ポイントカード引当金 
ポイントカード会員に対して発行するお買物券の利用に備えるため、将来のお買物券利用見積り額の
うち、当連結会計年度末に発生していると認められる額を計上しております。 
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⑥店舗閉鎖損失引当金 

将来の店舗閉鎖に伴い発生すると見込まれる損失額を計上しております。 
⑦退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当
連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。会計基準変更時差異につい
ては、15年による按分額を費用処理しております。 
また、制度変更による過去勤務債務については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数(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
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。 

⑧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、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．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

６．のれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、発生日以後５年間で均等償却しております。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預
金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヵ月以内に
償還期限の到来する短期投資からなっております。 
 

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の変更) 
 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。 
 
(商品券等回収損失引当金に関する会計基準) 
 従来、未回収の商品券等について、法人税法に規定する方法と同様の基準に基づき、一定の期間が経過した時
に負債計上を中止して営業外収益に計上してまいりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当
金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 監査・保証実務委員
会報告第 42号 平成 19年４月 13日)の公表を受け、将来回収されると見込まれる額の合理的な見積もりが可能
となったため、当連結会計年度から一定期間経過後に収益計上した未回収の商品券等が将来回収された場合に発
生する損失に備えるため、合理的に見積った将来回収見込額を引当金として計上することといたしました。 
 この変更により、期末時点に計上すべき引当金繰入相当額 398百万円を特別損失として計上しております。こ
の結果、従来の方法によった場合に比べ、税金等調整前当期純利益は398百万円減少しております。 
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注記事項 

 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

※１ 担保資産 

①担保に供している資産 

 建物及び構築物 549百万円

 土地 7,275 

②対応する債務 

 短期借入金 408百万円

長期借入金 5,092 
 

※１ 担保資産 

①担保に供している資産 

 建物及び構築物 527百万円

 土地 7,275 

②対応する債務 

 短期借入金 3,372百万円

 長期借入金 2,128 
 

※２ 関連会社に係る注記 
関連会社に対する主なものは、次のとおりであ
ります。 
投資有価証券(株式) 447百万円

 

※２ 関連会社に係る注記 
関連会社に対する主なものは、次のとおりであ
ります。 
投資有価証券(株式) 459百万円

 
３ 偶発債務 
保証債務 
 従業員住宅資金借入 3百万円
 

３ 偶発債務 
保証債務 
 従業員住宅資金借入 1百万円
 

 
 

(連結損益計算書関係) 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬及び給料・手当 8,637百万円

広告宣伝費 1,299 

賞与 1,074 

賞与引当金繰入額 278 

役員退職慰労引当金繰入額 37 

減価償却費 1,429 

賃借料 2,735  

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬及び給料・手当 8,878百万円

広告宣伝費 1,312 

賞与 1,133 

賞与引当金繰入額 280 

役員退職慰労引当金繰入額 88 

減価償却費 1,469 

賃借料 2,585  
                     ※２ 固定資産売却益の主なものは、子会社の保有す

る土地の売却によるものであります。       

※３ 固定資産売却損の主なものは、親会社の賃貸不

動産の売却によるものであります。 

                    

※４ 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。 

※５ 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  

※４ 同左 

 

※５ 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 
144 

合計 144 
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前連結会計年度 当連結会計年度 

(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。 
                        

(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 101 

その他の有形固定資産 14 

無形固定資産 2 

投資その他の資産 19 

リース資産 5 

合計 144 
 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正味売却
価額により測定しております。 
 
 
 
 

※６ ㈱アターブルカンティネッタの東京都港区の店
舗の閉鎖に伴い発生すると見込まれる損失額を
計上しております。 

 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

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 
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 (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 

 

当連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29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) 438 191 332 297 

（注）１ 自己株式の増加191千株は、単元株式の取得190千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 

   新株予約権の当連結会計年度末残高は100百万円であります。 

 

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 

平成19年10月15日 
取締役会 

普通株式 132 2.50 平成19年８月31日 平成19年11月19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20年５月22日 
定時株主総会 

普通株式 
利益 
剰余金 

132 2.50 平成20年２月29日 平成20年５月23日 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

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

現金及び預金勘定 3,104百万円

現金及び現金同等物の期末残高 3,104百万円 

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

現金及び預金勘定 3,295百万円

現金及び現金同等物の期末残高 3,295百万円 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成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) 

Ⅰ 売上高及び営業損益         

売上高         

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

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 
         

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的
支出 

        

資産 46,949 5,695 2,545 812 3,098 59,101 1,425 60,527 

減価償却費 1,370 151 8 7 40 1,578 (45) 1,533 

減損損失 740 62 ― ― ― 803 (27) 775 

資本的支出 2,712 64 3 25 102 2,908 (117)2,790 

 

当連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

 
百貨店業 

(百万円) 

飲食業 

(百万円) 

ビル総合 
管理業 
(百万円) 

輸入商品 
卸売業 
(百万円) 

その他 
事業 
(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益         

売上高         

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

81,606 9,084 3,569 2,164 1,172 97,598 ― 97,598 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

91 265 3,268 119 2,977 6,722 (6,722) ― 

計 81,698 9,349 6,838 2,284 4,150 104,321 (6,722)97,598 

営業費用 80,143 9,147 6,783 2,119 4,001 102,194 (6,679)95,514 

営業利益 1,555 202 54 165 149 2,127 (43) 2,083 
         

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的
支出 

        

資産 44,851 3,825 2,841 1,111 3,280 55,911 (293) 55,617 

減価償却費 1,408 124 9 10 51 1,604 (44) 1,560 

減損損失 ― 147 ― ― ― 147 (2) 144 

資本的支出 1,087 81 2 26 69 1,266 (94) 1,172 

(注) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 
２ 各事業の内容又は主な商製品  

百貨店業……………百貨店業、通信販売業及びこれらに関連する製造加工、輸出入業、卸売業 
飲食業………………飲食業及び結婚式場の経営 
ビル総合管理業……警備、清掃、設備保守・工事、建築内装工事業等 
輸入商品卸売業……輸入商品の卸売 
その他事業…………広告・宣伝制作請負、マーケティング情報提供、用度品・事務用品の納入、ＯＡ機器類のリ

ース、保険代理業、商品販売の取次ぎ、商品検査業務等 
３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 
４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前連結会計年度4,818百万円、当連結会計年度3,882百万
円であり、その主なものは、親会社での長期投資資金(投資有価証券)等の一部であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用に係る償却費と支出額を含んでおります。 
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【所在地別セグメント情報】 

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

ため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

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

おります。 

 

(１株当たり情報) 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

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。 

１株当たり純資産額 295.81円

１株当たり当期純利益 8.34円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 8.32円
 

 
 

(注) 算定上の基礎 

１.１株当たり純資産額 

項目 前連結会計年度 当連結会計年度 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 16,922 16,113 

普通株式に係る純資産額(百万円) 16,497 15,675 

差額の主な内訳(百万円) 
新株予約権 
少数株主持分 

 
32 
391 

 
100 
336 

普通株式の発行済株式数(千株) 53,289 53,289 

普通株式の自己株式数(千株) 438 297 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株) 52,850 52,991 

 

２.１株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

項目 前連結会計年度 当連結会計年度 

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) △531 442 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) △531 442 

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) 52,930 53,019 

当期純利益調整額(百万円) ― ― 

普通株式増加数(千株) ― ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 

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
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(開示の省略) 

 リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、ストック・オプション等、関連当事者と

の取引、企業結合等に関する注記事項については、決算短信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) 

１．連結子会社の合併について 

当社の連結子会社である㈱シービーケーと㈱エムアンドエーは平成20年３月１日付で合併いたしました。㈱シ

ービーケーは建築内装事業(商業施設・オフィスビル・飲食店舗等の企画・設計・施工)やビルメンテナンス事業(設

備管理・清掃・警備)等を営んでおり、また㈱エムアンドエーは宣伝広告業や店内外ディスプレイをはじめとする

装飾業等を営んでおりますが、このたび商業施設関連ビジネスの競争力強化・収益力強化を図ることを目的とし

て、㈱シービーケーを存続会社とする吸収合併を行いました。 

 

２．連結子会社の分割について 

当社の連結子会社である㈱スキャンデックスは平成20年４月１日付で会社分割を行い、「ＳＴＯＫＫＥ(ストッ

ケ)」事業を、会社分割により新たに設立する承継会社㈱ストッケジャパンに承継させました。従来、㈱スキャン

デックスは北欧関連家具・リビング商品を取り扱う輸入商品卸売業を営んでおり、「ＳＴＯＫＫＥ(ストッケ)」と

「iittala(イッタラ)」の二つが主力ブランドでありました。このたび各々のブランドの価値向上・シェア拡大・

収益力強化を図ることを目的として、ストッケ事業を分社化して独立させる会社分割を行いました。 

 



 
 
 

㈱松屋 (8237) 平成20年２月期決算短信 
 

 22 

５．個別財務諸表 

(1) 個別貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成19年２月28日) 
当事業年度 

(平成20年２月29日) 増減高 

区分 金額(百万円) 構成比 
(％) 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円) 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産       

   現金及び預金  681  1,301  620 

   受取手形  129  23  △105 

   売掛金  5,748  4,928  △819 

有価証券  10  ―  △10 

   商品  3,695  3,684  △10 

   貯蔵品  57  44  △12 

   前渡金  25  38  13 

   前払費用  236  218  △18 

   繰延税金資産  920  864  △55 

   短期貸付金  118  87  △31 

   関係会社短期貸付金  3,501  2,099  △1,402 

営業外未収入金  128  25  △102 

   その他  185  187  2 

   貸倒引当金  △38  △401  △362 

流動資産合計 15,397 27.5 13,103 25.5 △2,293 

Ⅱ 固定資産       

 (1) 有形固定資産       

   建物  14,412  13,847  △565 

   器具備品  600  530  △70 

   土地  13,461  13,461  ― 

有形固定資産合計 28,474 50.8 27,838 54.1 △635 

 (2) 無形固定資産       

   借地権  203  279  75 

   ソフトウェア  166  181  15 

   その他  43  156  112 

無形固定資産合計 413 0.7 617 1.2 203 

 (3) 投資その他の資産       

   投資有価証券  6,338  4,818  △1,519 

   関係会社株式  1,451  1,451  ― 

   出資金  0  0  ― 

長期貸付金  ―  207  207 

   従業員長期貸付金  58  52  △6 
破産債権、再生債権、更生債権 
その他これらに準ずる債権 

540  84  △456 

   長期前払費用  34  30  △3 

      前払年金費用  901  779  △121 

   敷金  347  322  △25 

   保証金  1,848  1,761  △86 

払込保険料  498  465  △32 

   その他  83  21  △61 

   貸倒引当金  △355  △83  271 

投資その他の資産合計 11,745 21.0 9,910 19.3 △1,834 

固定資産合計 40,633 72.5 38,367 74.5 △2,266 

資産合計 56,030 100.0 51,470 100.0 △4,559 
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前事業年度 

(平成19年２月28日) 
当事業年度 

(平成20年２月29日) 
増減高 

区分 金額(百万円) 構成比 
(％) 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円) 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債       

   支払手形  306  209  △97 

   買掛金           6,780  6,777  △3 

短期借入金   15,705  13,389  △2,316 

 １年以内に返済される長期借入金 1,588  3,788  2,200 

   未払金           1,167  1,414  246 

   未払費用  507  538  31 

   未払法人税等  37  41  4 

   未払消費税等  11  107  96 

   前受金  203  156  △47 

   未回収商品券  1,935  2,153  217 

預り金  202  111  △90 

   前受収益  20  27  6 

   賞与引当金  171  177  5 

   商品券等回収損失引当金  ―  322  322 

   ポイントカード引当金  84  57  △27 

   設備関係支払手形  226  15  △210 

   その他  ―  17  17 

流動負債合計 28,949 51.7 29,302 56.9 353 

Ⅱ 固定負債       

長期借入金  8,542  5,554  △2,988 

   長期未払金  534  248  △285 

   繰延税金負債  904  257  △646 

   役員退職慰労引当金  563  452  △110 

受入保証金  1,760  1,821  61 

   その他  93  31  △61 

固定負債合計 12,397 22.1 8,366 16.3 △4,031 

負債合計 41,347 73.8 37,669 73.2 △3,677 

(純資産の部)      

Ⅰ 株主資本 13,320 23.8 13,595 26.4 275 

  資本金 7,132 12.7 7,132 13.9 ― 

  資本剰余金 5,661 10.1 5,681 11.0 20 

資本準備金 3,660  3,660  ― 

その他資本剰余金 2,000  2,021  20 

  利益剰余金 1,205 2.2 1,280 2.5 74 

その他利益剰余金 1,205  1,280  74 

固定資産圧縮積立金 920  920  ― 

繰越利益剰余金 285  359  74 

  自己株式 △678 △1.2 △498 △1.0 180 

Ⅱ 評価・換算差額等 1,330 2.4 105 0.2 △1,225 

  その他有価証券評価差額金 1,385 2.5 134 0.3 △1,251 

  繰延ヘッジ損益 △55 △0.1 △29 △0.1 26 

Ⅲ 新株予約権 32 0.1 100 0.2 67 

純資産合計 14,683 26.2 13,801 26.8 △882 

負債及び純資産合計 56,030 100.0 51,470 100.0 △4,559 
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(2) 個別損益計算書 

 

 
前事業年度 

(自 平成18年３月１日 
 至 平成19年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成19年３月１日 

 至 平成20年２月29日) 
増減高 前期比 

区分 金額(百万円) 百分比 
(％) 

金額(百万円) 百分比 
(％) 

金額(百万円) 比率 
(％) 

Ⅰ 売上高  81,542 100.0 81,698 100.0 155 100.2 

Ⅱ 売上原価  61,928 75.9 62,110 76.0 182 100.3 

   売上総利益  19,613 24.1 19,587 24.0 △26 99.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  17,687 21.7 18,032 22.1 344 101.9 

   営業利益  1,926 2.4 1,555 1.9 △371 80.7 

Ⅳ 営業外収益  669 0.8 582 0.7 △87 87.0 

   受取利息  36  44  8  

   受取配当金  114  157  43  

   受取賃貸料  149  146  △3  

受取協賛金  201  52  △148  

   債務勘定整理益  152  154  2  

   その他  15  26  10  

Ⅴ 営業外費用  634 0.8 662 0.8 27 104.4 

   支払利息  388  452  63  

   社債利息  16  ―  △16  

   賃貸原価  69  66  △2  

   債務勘定整理益繰戻損  111  115  4  

   その他  48  28  △20  

   経常利益  1,961 2.4 1,475 1.8 △486 75.2 

Ⅵ 特別利益  519 0.6 51 0.1 △467 9.9 

投資有価証券売却益  447  32  △415  

貸倒引当金戻入益 ―  19  19  

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  4,667 5.7 926 1.1 △3,740 19.8 

   固定資産売却損  449  ―  △449  

   固定資産除却損  555  166  △388  

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  1,918  ―  △1,918  

貸倒引当金繰入額  38  419  380  

商品券等回収損失引当金繰入額 ―  322  322  

その他  112  18  △94  

   税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失(△) 

 △2,186 △2.7 600 0.7 2,787 ― 

   法人税、住民税及び事業税 12 0.0 11 0.0 △0 96.0 

   法人税等調整額  △970 △1.2 249 0.3 1,220 ― 

  当期純利益又は当期純損失(△) △1,227 △1.5 339 0.4 1,566 ― 
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(3) 個別株主資本等変動計算書 

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 

 

 



 
 
 

㈱松屋 (8237) 平成20年２月期決算短信 
 

 26 

当事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29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 

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当     

 当期純利益     

 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 

 事業年度中の変動額(純額) 
    

事業年度中の変動額合計 ― ― 20 20 

平成20年２月29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 

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当  △264 △264  △264 

 当期純利益  339 339  339 

 自己株式の取得    △380 △380 

 自己株式の処分    560 581 

 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 ― 74 74 180 275 

平成20年２月29日残高 920 359 1,280 △498 13,595 

 

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 

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当     △264 

 当期純利益     339 

 自己株式の取得     △380 

 自己株式の処分     581 

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
△1,251 26 △1,225 67 △1,157 

事業年度中の変動額合計 △1,251 26 △1,225 67 △882 

平成20年２月29日残高 134 △29 105 100 13,801 
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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 ％) 

前事業年度 

（自 平成18年３月１日 
    至 平成19年２月28日） 

当事業年度 

（自 平成19年３月１日 
    至 平成20年２月29日） 店 別 

金額 構成比 金額 構成比 前期比 

銀座本店 67,018 82.2 67,529 82.7 100.8 

浅草支店 14,524 17.8 14,169 17.3 97.6 

計 81,542 100.0 81,698 100.0 100.2 

 

 

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

前事業年度 

（自 平成18年３月１日 
    至 平成19年２月28日） 

当事業年度 

（自 平成19年３月１日 
    至 平成20年２月29日） 商品別 

金額 構成比 金額 構成比 前期比 

衣料品 28,889 35.5 28,298 34.6 98.0 

身廻品 17,139 21.0 17,982 22.0 104.9 

雑貨 9,891 12.1 10,010 12.3 101.2 

家庭用品 3,195 3.9 3,158 3.9 98.8 

食料品 17,362 21.3 17,500 21.4 100.8 

食堂・喫茶 2,115 2.6 2,133 2.6 100.8 

サービス・その他 2,948 3.6 2,613 3.2 88.6 

計 81,542 100.0 81,698 100.0 100.2 

 




