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    平成21年２月期 第１四半期財務・業績の概況 

 平成20年７月３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)代表取締役社長執行役員              (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21年２月期第１四半期の連結業績(平成20年３月１日～平成20年５月31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    ％ 

21年２月期第１四半期 
20年２月期第１四半期 

22,656 （ △5.4） 
23,957 （  2.3） 

133 （△74.5） 
523 （  24.4） 

153 （△67.4） 
471 （  14.5） 

20年２月期 97,598  （   0.2） 2,083 （△14.8） 1,940 （△21.5） 
 

 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 

21年２月期第１四半期 
20年２月期第１四半期 

△23 （  －） 
225 （  －） 

△0  44  
4  27 

―  ―  
4  26  

20年２月期 442 （  －） 8  34 8  32  

        
(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 

21年２月期第１四半期 
20年２月期第１四半期 

57,797 
60,872 

16,469 
16,668 

27.8 
26.7 

302  25  
307  48 

20年２月期 55,617 16,113 28.2 295    81  

 
(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 

21年２月期第１四半期 
20年２月期第１四半期 

△38 
173 

△1,755 
△383 

1,472 
△40 

2,973 
2,854 

20年２月期 3,620 175 △3,606 3,295 
 
２．平成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)  【参考】 

     （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 

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 
通   期 

48,000 
98,500 

0.9 
0.9 

700 
2,100 

△25.3 
0.8 

750 
2,000 

△15.3 
3.0 

300 
900 

△27.7 
103.3 

5 
16 

65 

97 

 
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             無 
 〔(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21年２月期第１四半期の個別業績(平成20年３月１日～平成20年５月31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   ％ 

21年２月期第1四半期 
20年２月期第１四半期 

19,247（△4.3） 
20,119（  1.0） 

141（△66.0） 
415（  9.9） 

240（△46.0） 
446（   9.8） 

  91（△66.3） 
271（   －） 

20年２月期 81,698（ 0.2） 1,555（△19.3） 1,475（△24.8） 339（   －） 
 
(2) 個別財政状態 
 総 資 産     純 資 産 

 百万円 百万円 

21年２月期第１四半期 
20年２月期第１四半期 

54,217 
56,818 

14,333 
14,488 

20年２月期 51,470 13,801 

  
２．平成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、中間期は対前年中間期増減率） 

 
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 
通   期 

40,000 
82,500 

0.9 
1.0 

500 
1,600 

△25.9 
2.9 

600 
1,500 

△14.2 
1.7 

250 
700 

△33.2 
106.2 

4 
13 

71 

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、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１四半期(平成20年３月１日～平成20年５月31日)におけるわが国経済は、個人消費は概ね横ばいな

がら、輸出の伸びが鈍化し企業収益は弱含みとなり、景気回復はこのところ足踏み状態にあり、先行きに陰
りがみられます。 
 百貨店業界におきましては、３ヵ月連続のマイナスになり、東京地区においても同様に３ヵ月連続のマイ
ナスと景気の後退を予感させる結果となりました。 
 このような中、当社グループは、一定の成果を得た「成長基盤確立３ヵ年計画」に代わる新中期経営計画
「成長力拡大３ヵ年計画」を発表し、それに沿って諸施策を実施してまいりました。 
 百貨店業は「スペシャリティの追求による松屋ファンの拡大」の基本方針のもと、銀座本店におきまして
は、更なる買廻り性の向上を目指し食品部門の改装を継続、独自性のある品揃え実現のための商品「リコメ
ンドＭ」(先行・限定・スタンダード・オリジナル)の強化、松屋カードを活用した松屋ファンの拡大のため

の会員向けの情報、サービスの充実を図り、ロイヤルカスタマーへのランクアップを顧客密着の営業体制で
進めてまいりました。浅草支店におきましては、効率的な店舗運営の取組みによる収益性の向上を図り、百
貨店らしさの追求と近隣商業との差別化を進めるために、化粧品、食品ゾーンのリニューアルを実施しまし
た。また、両店としてお得意様の固定化、新規顧客の拡大を目的に新たにクレジットカード「松屋カード」
を昨年発行し、既に５万件のカード会員を獲得いたしました。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。ただ足元の売上は、諸物価高
騰等による消費マインドの冷え込みもあり、百貨店業は３ヵ月連続前年を下回る結果となりました。 
 飲食業におきましては、婚礼宴会部門におきまして引続き婚礼組数の増加に取組み堅調に推移しましたが、
イタリアンレストラン部門が低迷し、全体では売上高で前年を下回る結果となりました。 
 ビル総合サービス及び広告業におきましては（当四半期より従来の「ビル総合管理業」と「その他事業」
に含めていた装飾、宣伝広告業を統合して「ビル総合サービス及び広告業」とすることといたしました）、ビ
ルメンテナンス部門及び広告・宣伝制作部門は厳しい状況の中、堅調に推移しましたが、建装部門における

受注物件数の減少等により、厳しい結果となりました。 
 輸入商品卸売業におきましては、新規取引先の開拓、店舗の拡充に取り組み、主力商品である北欧の家具、
リビング用品及び雑貨の営業強化に努めた結果、売上高はやや前年を下回りましたが増益となりました。 
以上の結果、当第１四半期の売上高は22,656百万円(前年同期比94.6％)となり、営業利益は133百万円(前
年同期比25.5％)、経常利益は153百万円(前年同期比32.6％)、四半期純損失は23百万円となりました。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
 当第１四半期末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は2,179百万円増加し、57,797百万円
となりました。資産の増加要因としては、主に土地1,028百万円の増加、投資有価証券724百万円の増加等
によるものであります。負債は1,822百万円増加し、41,327百万円となりました。負債の増加要因としては、
主に借入金1,236百万円の増加、支払手形及び買掛金573百万円の増加等によるものであります。純資産は
356百万円増加し、16,469百万円となりました。純資産の増加要因は、主に自己株式465百万円の増加等に

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28百万円、減価償却費408百万円、た
な卸資産の増加△121百万円、法人税等の支払額△198百万円等により38百万円の支出となりました。 
 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△1,316百万円、投資有価証券の
取得による支出△392百万円等により、1,755百万円の支出となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加 1,236百万円、自己株式(単元株式)の取得・処分に
よる収入366百万円、配当金の支払額△128百万円等により、1,472百万円の収入となりました。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
 業績予想につきましては、現時点においては平成20年４月14日の決算発表時の業績予想から変更はあり
ません。 
 

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 
   該当事項はありません。 
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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20年２月期
第１四半期末) 

当四半期 
(平成21年２月期
第１四半期末) 

増 減 (参考) 
平成20年２月期 科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)      

Ⅰ 流 動 資 産 17,845 16,715 △1,129 △6.3 16,197 

現金及び預金 2,854 2,973 118 4.1 3,295 

受取手形及び売掛金 7,919 6,818 △1,101 △13.9 6,275 

たな卸資産 4,760 4,794 33 0.7 4,672 

その他 2,310 2,129 △180 △7.8 1,954 

Ⅱ 固 定 資 産 42,970 41,036 △1,933 △4.5 39,372 

(1)有形固定資産 29,834 28,988 △846 △2.8 28,029 

建物及び構築物 14,382 13,695 △687 △4.8 13,749 

土地 14,559 14,489 △70 △0.5 13,461 

その他 892 803 △88 △9.9 818 

(2)無形固定資産 655 752 96 14.7 716 

(3)投資その他の資産 12,480 11,296 △1,184 △9.5 10,626 

投資有価証券 6,497 6,094 △403 △6.2 5,369 

その他 5,982 5,201 △780 △13.0 5,256 

Ⅲ 繰 延 資 産 56 44 △11 △20.3 47 

開業費 56 44 △11 △20.3 47 

資産合計 60,872 57,797 △3,074 △5.1 55,617 

(負債の部)      

Ⅰ 流 動 負 債 34,540 29,773 △4,767 △13.8 30,599 

支払手形及び買掛金 9,094 8,993 △101 △1.1 8,420 

短期借入金 18,293 13,134 △5,158 △28.2 14,468 

その他 7,153 7,645 492 6.9 7,711 

Ⅱ 固 定 負 債 9,663 11,553 1,890 19.6 8,905 

長期借入金 5,442 8,124 2,682 49.3 5,554 

その他 4,221 3,429 △791 △18.8 3,351 

負債合計 44,204 41,327 △2,876 △6.5 39,504 

(純資産の部)      

Ⅰ 株 主 資 本 15,059 15,702 642 4.3 15,435 

   資 本 金 7,132 7,132 ― ― 7,132 

 資本剰余金 5,661 5,639 △21 △0.4 5,681 

 利益剰余金 3,045 2,973 △72 △2.4 3,129 

 自己株式 △779 △43 735 △94.4 △508 

Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,178 392 △785 △66.7 240 

 その他有価証券評価差額金 1,182 362 △820 △69.4 170 

 繰延ヘッジ損益 △4 30 35 ― 69 

Ⅲ 新 株 予 約 権 45 63 18 40.4 100 

Ⅳ 少 数 株 主 持 分 384 311 △73 △19.0 336 

純資産合計 16,668 16,469 △198 △1.2 16,113 

負債及び純資産合計 60,872 57,797 △3,074 △5.1 55,617 
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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20年２月期 
第１四半期) 

当四半期 
(平成21年２月期 
第１四半期) 

増 減 (参考) 
平成20年２月期 科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 23,957 22,656 △1,301 △5.4 97,598 

Ⅱ 売上原価 17,401 16,448 △952 △5.5 70,884 

売上総利益 6,556 6,207 △349 △5.3 26,713 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,033 6,073 40 0.7 24,630 

営業利益 523 133 △390 △74.5 2,083 

Ⅳ 営業外収益 84 153 69 81.8 429 

受取利息及び受取配当金 13 16 3 23.4 77 

その他 70 137 66 93.1 352 

Ⅴ 営業外費用 136 133 △3 △2.2 571 

支払利息 96 89 △7 △7.5 393 

その他 40 44 4 10.4 177 

経常利益 471 153 △317 △67.4 1,940 

Ⅵ 特別利益 44 1 △43 △96.8 208 

固定資産売却益 ― ― ― ― 136 

貸倒引当金戻入益 31 1 △29 △95.4 39 

その他 13 ― △13 ― 32 

Ⅶ 特別損失 24 126 102 420.7 986 

固定資産除却損 24 126 102 420.7 163 

減損損失 ― ― ― ― 144 

商品券等回収損失引当金 
繰入額 ― ― ― ― 398 

店舗閉鎖損失引当金 
繰入額 ― ― ― ― 185 

その他 ― ― ― ― 94 

税金等調整前四半期(当期)
純利益 492 28 △463 △94.2 1,162 

税金費用 271 70 △201 △74.2 775 

少数株主損失 5 17 12 221.2 54 

四半期(当期)純利益又は 
四半期純損失(△) 

225 △23 △249 ― 442 
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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19年３月１日 至 平成19年５月31日)             (単位：百万円) 

株主資本 評価・換算差額等 

                                 

 
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算

差額等合計 

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   △132  △132      △132 

四半期純利益   225  225      225 

自己株式の取得    △90 △90      △90 

株主資本以外の項目の 
当四半期中の変動額 
(純額) 

     △262  △262 12 △7 △257 

当四半期中の変動額合計 ― ― 93 △90 3 △262 ― △262 12 △7 △254 

平成19年５月31日残高 7,132 5,661 3,045 △779 15,059 1,182 △4 1,178 45 384 16,668 

 

 

当四半期 (自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日)                (単位：百万円) 

株主資本 評価・換算差額等 

                                 

 
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算

差額等合計 

新株 

予約権 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

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 

当四半期中の変動額            

剰余金の配当   △132  △132      △132 

四半期純損失   △23  △23      △23 

自己株式の取得    △320 △320      △320 

自己株式の処分  △42  785 743      743 

株主資本以外の項目の 
当四半期中の変動額 
(純額) 

     191 △39 152 △36 △25 90 

当四半期中の変動額合計 ― △42 △156 465 266 191 △39 152 △36 △25 356 

平成20年５月31日残高 7,132 5,639 2,973 △43 15,702 362 30 392 63 311 16,469 

 

 

 (参考)前連結会計年度(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）(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20年２月期 
第１四半期) 

当四半期 

(平成21年２月期 
第１四半期) 

(参考) 
平成20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(当期)純利益 492 28 1,162 

減価償却費 378 408 1,560 

引当金の増減額 △470 △255 409 

受取利息及び受取配当金 △13 △16 △77 

支払利息 96 89 393 

固定資産除却損 24 126 163 

減損損失 ― ― 144 

売上債権の増減額 △882 △542 761 

たな卸資産の増加額 △244 △121 △156 

仕入債務の増加額 779 573 104 

その他 338 △71 250 

小計 497 217 4,718 

利息及び配当金の受取額 15 19 78 

利息の支払額 △51 △55 △394 

退職給付制度改定に伴う支払額 ― △19 △353 

法人税等の支払額 △287 △198 △428 

営業活動によるキャッシュ・フロー 173 △38 3,620 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △353 △1,316 △1,015 

有形固定資産の売却による収入 ― ― 1,317 

投資有価証券の取得による支出 △51 △392 △638 

投資有価証券の売却による収入 149 0 182 

その他 △127 △47 330 

投資活動によるキャッシュ・フロー △383 △1,755 175 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額 278 1,336 △2,746 

長期借入金の減少額 △100 △100 △788 

配当金の支払額 △126 △128 △264 

自己株式(単元株式)の取得による支出 ― △320 △379 

自己株式(単元株式)の処分による収入 ― 686 581 

その他 △92 △2 △8 

財務活動によるキャッシュ・フロー △40 1,472 △3,606 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △249 △321 190 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,104 3,295 3,104 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 2,854 2,973 3,295 
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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19年３月１日 至 平成19年５月31日) 

(単位：百万円) 

 百貨店業 飲食業 
ビル総合 
管理業 

輸入商品 
卸売業 

その他 
事業 計 

消去 
又は全社 連結 

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

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

営業利益 415 7 12 43 54 534 (10) 523 

 

当四半期(自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日) 

(単位：百万円) 

 百貨店業 飲食業 
ビル総合 

サービス及び

広告業 

輸入商品 
卸売業 

その他 
事業 計 

消去 
又は全社 連結 

売上高 19,247 2,106 2,071 496 469 24,392 (1,735)22,656 

営業費用 19,106 2,144 2,085 444 454 24,235 (1,712)22,522 

営業利益又は 
営業損失(△) 

141 △38 △13 51 15 156 (22) 133 

(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 

ビル総合サービス及び広告業……警備、清掃、設備保守・工事、建築内装工事、装飾、宣伝広告業等 

輸入商品卸売業……………………輸入商品の卸売 

その他事業…………………………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 当四半期から、従来の「ビル総合管理業」と「その他事業」に含めていた装飾、宣伝広告業を統合して「ビ

ル総合サービス及び広告業」とすることといたしました。 

４ 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。 

 

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

(単位：百万円) 

 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 81,698 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 
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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20年２月期 
第１四半期末) 

当四半期 
(平成21年２月期 
第１四半期末) 

増 減 
(参考) 

平成20年２月期科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)      

Ⅰ 流 動 資 産 16,685 14,174 △2,511 △15.1 13,103 

現金及び預金 1,256 1,233 △22 △1.8 1,301 

受取手形及び売掛金 6,507 5,627 △880 △13.5 4,952 

たな卸資産 3,929 3,979 49 1.3 3,729 

その他 4,992 3,334 △1,657 △33.2 3,120 

Ⅱ 固 定 資 産 40,132 40,042 △89 △0.2 38,367 

(1)有形固定資産 28,322 28,824 502 1.8 27,838 

建物 14,273 13,815 △457 △3.2 13,847 

土地 13,461 14,489 1,028 7.6 13,461 

その他 587 519 △68 △11.6 530 

(2)無形固定資産 540 648 108 20.1 617 

(3)投資その他の資産 11,270 10,569 △700 △6.2 9,910 

投資有価証券及び 
関係会社株式 7,373 6,979 △394 △5.3 6,269 

その他 3,896 3,589 △306 △7.9 3,641 

資産合計 56,818 54,217 △2,601 △4.6 51,470 

(負債の部)      

Ⅰ 流 動 負 債 33,201 28,836 △4,365 △13.1 29,302 

支払手形及び買掛金 7,891 7,725 △166 △2.1 6,986 

短期借入金 20,601 15,896 △4,704 △22.8 17,177 

その他 4,708 5,214 506 10.7 5,138 

Ⅱ 固 定 負 債 9,128 11,047 1,918 21.0 

 

8,366 

長期借入金 5,442 8,124 2,682 49.3 5,554 

その他 3,686 2,923 △763 △20.7 2,812 

負債合計 42,329 39,883 △2,446 △5.8 37,669 

(純資産の部)      

Ⅰ 株 主 資 本 13,369 13,978 608 4.6 13,595 

   資 本 金 7,132 7,132 ― ― 7,132 

 資本剰余金 5,661 5,639 △21 △0.4 5,681 

 利益剰余金 1,345 1,239 △105 △7.9 1,280 

 自己株式 △769 △33 735 △95.6 △498 

Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,073 291 △781 △72.8 105 

 その他有価証券評価差額金 1,128 320 △807 △71.6 134 

 繰延ヘッジ損益 △55 △29 26 △47.6 △29 

Ⅲ 新 株 予 約 権 45 63 18 40.4 100 

純資産合計 14,488 14,333 △154 △1.1 13,801 

負債及び純資産合計 56,818 54,217 △2,601 △4.6 51,470 
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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20年２月期 
第１四半期) 

当四半期 
（平成21年２月期 
第１四半期) 

増 減 
(参考) 

平成20年２月期 科 目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 20,119 19,247 △871 △4.3 81,698 

Ⅱ 売上原価 15,216 14,649 △566 △3.7 62,110 

売上総利益 4,902 4,598 △304 △6.2 19,587 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,487 4,456 △30 △0.7 18,032 

営業利益 415 141 △274 △66.0 1,555 

Ⅳ 営業外収益 192 255 62 32.8 582 

受取利息及び受取配当金 113 110 △2 △2.5 202 

その他 78 144 65 83.6 379 

Ⅴ 営業外費用 161 155 △6 △3.8 662 

支払利息 110 103 △7 △6.5 452 

その他 51 52 1 2.0 210 

経常利益 446 240 △205 △46.0 1,475 

Ⅵ 特別利益 21 ― △21 ― 51 

投資有価証券売却益 10 ― △10 ― 32 

貸倒引当金戻入益 11 ― △11 ― 19 

Ⅶ 特別損失 24 126 102 417.3 926 

固定資産除却損 24 126 102 417.3 166 

貸倒引当金繰入額 ― ― ― ― 419 

 商品券等回収損失引当金 
 繰入額 ― ― ― ― 322 

その他 ― ― ― ― 18 

税引前四半期(当期)純利益 443 113 △329 △74.3 600 

税金費用 171 22 △149 △87.2 261 

四半期(当期)純利益 271 91 △180 △66.3 339 
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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19年３月１日 至 平成19年５月31日)            (単位：百万円) 

株主資本 評価・換算差額等 

                                 

 
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算

差額等合計 

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   △132  △132     △132 

四半期純利益   271  271     271 

自己株式の取得    △90 △90     △90 

株主資本以外の項目の 
当四半期中の変動額 
(純額) 

     △257  △257 12 △244 

当四半期中の変動額合計 ― ― 139 △90 48 △257 ― △257 12 △195 

平成19年５月31日残高 7,132 5,661 1,345 △769 13,369 1,128 △55 1,073 45 14,488 

 

 

当四半期 (自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日)             （単位：百万円） 

株主資本 評価・換算差額等 

                                 

 
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算

差額等合計 

新株 

予約権 

純資産 

合計 

平成20年２月29日残高 7,132 5,681 1,280 △498 13,595 134 △29 105 100 13,801 

当四半期中の変動額           

剰余金の配当   △132  △132     △132 

四半期純利益   91  91     91 

自己株式の取得    △320 △320     △320 

自己株式の処分  △42  785 743     743 

株主資本以外の項目の 
当四半期中の変動額 
(純額) 

     186  186 △36 149 

当四半期中の変動額合計 ― △42 △40 465 382 186 ― 186 △36 532 

平成20年５月31日残高 7,132 5,639 1,239 △33 13,978 320 △29 291 63 14,333 

 

 

 (参考)前事業年度(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 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 

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     △380 

自己株式の処分  20  560 581     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 ― 20 74 180 275 △1,251 26 △1,225 67 △882 

平成20年２月29日残高 7,132 5,681 1,280 △498 13,595 134 △29 105 100 13,801 

 


