
1 

 
    平成21年２月期 第３四半期財務・業績の概況 

 平成21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３四半期の連結業績(平成20年３月１日～平成20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    ％ 

21年２月期第３四半期 
20年２月期第３四半期 

66,752 （ △6.0） 
70,979 （  0.8） 

68 （ △94.5） 
1,257 （ △13.4） 

119 （ △89.5） 
1,142 （ △23.0） 

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３四半期 
20年２月期第３四半期 

2 （ △99.4） 
499 （   －） 

0    05 
9  42 

0   05 
9  40  

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３四半期 
20年２月期第３四半期 

57,172 
60,213 

15,043 
16,879 

25.6 
27.3 

276  51  
309  46 

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３四半期 
20年２月期第３四半期 

99 
2,556 

△3,376 
△758 

2,877 
△1,389 

2,895 
3,512 

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 94,500 △3.2 1,100 △47.2 1,100 △43.3 350 △20.9 6 58 

 
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３四半期の個別業績(平成20年３月１日～平成20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   ％ 

21年２月期第３四半期 
20年２月期第３四半期 

56,235（△5.3） 
59,364（  1.0） 

10（△98.9） 
965（△16.9） 

125（△86.4） 
923（△23.4） 

 △75（  －） 
464（  －） 

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３四半期 
20年２月期第３四半期 

53,250 
55,960 

12,729 
14,602 

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 79,500 △2.7 800 △48.6 800 △45.8 200 △41.1 3 75 

 

※ 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20年３月１日～平成20年11月30日)におけるわが国経済は、米国サブプライム問題

に端を発した世界的な金融危機の深刻化により、個人消費の節約志向が強まり、先行き不安による消費マイ

ンドの冷え込みが一層強まってまいりました。 

百貨店業界におきましては、11月の売上が９ヵ月連続前年同月比マイナスとなり、月を追うごとに悪化し

ており高額品を中心に売上減少幅が広がってきております。 

このような中、当社グループは新たにスタートした中期経営計画「成長力拡大３ヵ年計画」の実現に向け

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、好調である食品部門を中心にリニューアルを継続し、お客様の拡大と固定化を図るための新「松屋カー

ド」の獲得に注力いたしました。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

お客様から支持の強い化粧品売場のリフレッシュを図ってまいりました。以上の結果、百貨店業は食料品主

力の浅草支店が都内平均を上回り健闘したものの、両店計では衣料品を中心とした不振が響き、前年を下回

る結果となりました。 

グループ企業におきましては、飲食業は神前挙式への関心の高まりを背景に婚礼組数は堅調に推移しまし

たが、イタリアンレストラン事業等が景気後退の影響を強く受け、減収減益となりました。ビル総合サービ

ス及び広告業におきましては、厳しい景気後退局面を受け市場での競争も一層激化し減収減益となりました。

一方輸入商品卸売業におきましては、主力ブランド商品が好調に推移したことに加え、新規ショップの展開

等営業力の強化に取り組み、減収増益となりました。 

以上の結果、当第３四半期の売上高は66,752百万円(前年同期比94.0％)となり、営業利益は68百万円(前

年同期比5.5％)、経常利益は119百万円(前年同期比10.5％)、四半期純利益は2百万円(前年同期比0.6％)

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1,554百万円増加し、57,172百万円

となりました。資産の増加要因としては、主に土地が1,763百万円の増加、売上債権が540百万円増加した

一方で投資有価証券が549百万円減少したこと等によるものであります。負債は2,623百万円増加し、42,128

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 3,151百万円の増加等によるものであります。

純資産は1,069百万円減少し、15,043百万円となりました。純資産の減少要因は、主に利益剰余金262百万

円の減少、その他有価証券評価差額金793百万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損失△16百万円、減価償却費1,259百万円、

売上債権の増加額△540百万円、たな卸資産の増加額△371百万円、仕入債務の増加額480百万円、法人税等

の支払額△278百万円、退職給付制度の改定に伴う支払額△293百万円等により、99百万円の収入となりま

した。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出△2,569百万円、投資有価証券の

取得による支出△774百万円等により、3,376百万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 3,151百万円、配当金の支払額△261百万円等によ

り、2,877百万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10月14日の中間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３四半期末) 

当四半期 
(平成21年２月期
第３四半期末) 

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 18,524 16,768 △1,755 △9.5 16,197 

現金及び預金 3,512 2,895 △617 △17.6 3,295 

受取手形及び売掛金 7,774 6,816 △958 △12.3 6,275 

たな卸資産 5,017 5,043 26 0.5 4,672 

その他 2,219 2,013 △206 △9.3 1,954 

Ⅱ 固 定 資 産 41,638 40,364 △1,273 △3.1 39,372 

(1)有形固定資産 29,443 29,310 △133 △0.5 28,029 

建物及び構築物 14,010 13,344 △666 △4.8 13,749 

土地 14,559 15,225 665 4.6 13,461 

その他 873 740 △132 △15.2 818 

(2)無形固定資産 659 724 64 9.7 716 

(3)投資その他の資産 11,535 10,330 △1,204 △10.4 10,626 

投資有価証券 5,948 4,820 △1,128 △19.0 5,369 

その他 5,586 5,510 △76 △1.4 5,256 

Ⅲ 繰 延 資 産 50 39 △11 △22.6 47 

開業費 50 39 △11 △22.6 47 

資産合計 60,213 57,172 △3,040 △5.1 55,617 

(負債の部)      

Ⅰ 流 動 負 債 34,633 30,370 △4,263 △12.3 30,599 

支払手形及び買掛金 10,202 8,900 △1,301 △12.8 8,420 

短期借入金 16,992 14,143 △2,848 △16.8 14,468 

その他 7,439 7,326 △112 △1.5 7,711 

Ⅱ 固 定 負 債 8,700 11,758 3,058 35.2 8,905 

長期借入金 5,048 9,030 3,982 78.9 5,554 

その他 3,652 2,727 △924 △25.3 3,351 

負債合計 43,333 42,128 △1,205 △2.8 39,504 

(純資産の部)      

Ⅰ 株 主 資 本 15,685 15,221 △463 △3.0 15,435 

   資 本 金 7,132 7,132 ― ― 7,132 

 資本剰余金 5,681 5,639 △42 △0.7 5,681 

 利益剰余金 3,186 2,866 △319 △10.0 3,129 

 自己株式 △315 △417 △101 32.2 △508 

Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 744 △566 △1,311 ― 240 

 その他有価証券評価差額金 686 △622 △1,308 ― 170 

 繰延ヘッジ損益 58 55 △2 △5.0 69 

Ⅲ 新 株 予 約 権 80 79 △1 △1.3 100 

Ⅳ 少 数 株 主 持 分 368 309 △59 △16.0 336 

純資産合計 16,879 15,043 △1,835 △10.9 16,113 

負債及び純資産合計 60,213 57,172 △3,040 △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３四半期) 

当四半期 
(平成21年２月期 
第３四半期) 

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 70,979 66,752 △4,226 △6.0 97,598 

Ⅱ 売上原価 51,350 48,581 △2,768 △5.4 70,884 

売上総利益 19,628 18,170 △1,458 △7.4 26,713 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 18,371 18,102 △269 △1.5 24,630 

営業利益 1,257 68 △1,188 △94.5 2,083 

Ⅳ 営業外収益 310 435 125 40.4 429 

受取利息及び受取配当金 63 68 5 7.9 77 

その他 246 366 120 48.8 352 

Ⅴ 営業外費用 424 384 △40 △9.5 571 

支払利息 294 270 △23 △8.0 393 

その他 130 113 △16 △12.9 177 

経常利益 1,142 119 △1,022 △89.5 1,940 

Ⅵ 特別利益 64 141 77 119.5 208 

固定資産売却益 ― ― ― ― 136 

投資有価証券売却益 30 ― △30 ― 32 

貸倒引当金戻入益 31 10 △20 △65.8 39 

店舗閉鎖損失引当金 
戻入益 ― 109 109 ― ― 

主要株主株式売買利益金 ― 17 17 ― ― 

その他 3 4 0 25.2 ― 

Ⅶ 特別損失 203 278 75 37.0 986 

固定資産除却損 102 230 127 124.3 163 

 減損損失 77 2 △74 △96.5 144 

 貸倒引当金繰入額 ― ― ― ― 54 

 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 

製品補償損失 23 ― △23 ― 22 

リース解約損 ― 43 43 ― ― 

その他 ― 1 1 ― 18 

税金等調整前四半期(当期)
純利益又は税金等調整前 
四半期純損失(△) 

1,003 △16 △1,020 ― 1,162 

税金費用 526 △17 △543 ― 775 

少数株主損失 22 2 △19 △87.7 54 

四半期(当期)純利益 499 2 △496 △99.4 442 
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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 

 

当四半期 (自 平成20年３月１日 至 平成20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   △265  △265      △265 

四半期純利益   2  2      2 

自己株式の取得    △694 △694      △694 

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) 

     △793 △14 △807 △21 △27 △855 

当四半期中の変動額合計 ― △42 △262 91 △213 △793 △14 △807 △21 △27 △1,069 

平成20年11月30日残高 7,132 5,639 2,866 △417 15,221 △622 55 △566 79 309 15,043 

 

 (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３四半期) 

当四半期 

(平成21年２月期 
第３四半期) 

(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)純利益又は 
税金等調整前四半期純損失(△) 1,003 △16 1,162 

減価償却費 1,157 1,259 1,560 

引当金の増減額 △55 △799 409 

受取利息及び受取配当金 △63 △68 △77 

支払利息 294 270 393 

固定資産除却損 102 230 163 

減損損失 77 2 144 

売上債権の増減額 △737 △540 761 

たな卸資産の増加額 △500 △371 △156 

仕入債務の増加額 1,886 480 104 

その他 334 393 250 

小計 3,499 839 4,718 

利息及び配当金の受取額 64 71 78 

利息の支払額 △262 △240 △394 

退職給付制度改定に伴う支払額 △340 △293 △353 

法人税等の支払額 △403 △278 △428 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,556 99 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 △881 △2,569 △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 △328 △774 △638 

投資有価証券の売却による収入 169 0 182 

その他 282 △32 330 

投資活動によるキャッシュ・フロー △758 △3,376 175 

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 △1,022 2,100 △2,746 

長期借入金の増減額 △494 1,051 △788 

配当金の支払額 △259 △261 △264 

自己株式(単元株式)の取得による支出 △186 △693 △379 

自己株式(単元株式)の処分による収入 581 686 581 

その他 △8 △4 △8 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,389 2,877 △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 408 △399 190 

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 3,512 2,895 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 

 

当四半期(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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 56,235 6,198 5,876 1,509 1,422 71,243 (4,490) 66,752 

営業費用 56,225 6,324 5,887 1,369 1,371 71,177 (4,493) 66,683 

営業利益又は 
営業損失(△) 

10 △125 △10 139 51 65 3  68 

 

(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 

 
 (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。 
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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３四半期末) 

当四半期 
(平成21年２月期 
第３四半期末) 

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 16,724 13,719 △3,004 △18.0 13,103 

現金及び預金 1,502 899 △603 △40.1 1,301 

受取手形及び売掛金 6,511 5,704 △807 △12.4 4,952 

たな卸資産 4,099 4,014 △85 △2.1 3,729 

その他 4,610 3,101 △1,508 △32.7 3,120 

Ⅱ 固 定 資 産 39,236 39,530 293 0.7 38,367 

(1) 有形固定資産 28,003 29,131 1,128 4.0 27,838 

建物 13,978 13,444 △533 △3.8 13,847 

土地 13,461 15,225 1,763 13.1 13,461 

その他 563 461 △101 △18.0 530 

(2) 無形固定資産 554 635 80 14.5 617 

(3) 投資その他の資産 10,678 9,762 △915 △8.6 9,910 

投資有価証券及び 
関係会社株式 6,834 5,731 △1,103 △16.1 6,269 

その他 3,843 4,031 187 4.9 3,641 

資産合計 55,960 53,250 △2,710 △4.8 51,470 

(負債の部)      

Ⅰ 流 動 負 債 33,196 29,248 △3,948 △11.9 29,302 

支払手形及び買掛金 8,495 7,752 △743 △8.7 6,986 

短期借入金 19,710 16,670 △3,039 △15.4 17,177 

その他 4,990 4,825 △165 △3.3 5,138 

Ⅱ 固 定 負 債 8,162 11,271 3,109 38.1 8,366 

長期借入金 5,048 9,030 3,982 78.9 5,554 

その他 3,114 2,241 △873 △28.0 2,812 

負債合計 41,358 40,520 △838 △2.0 37,669 

(純資産の部)      

Ⅰ 株 主 資 本 13,914 13,304 △609 △4.4 13,595 

   資 本 金 7,132 7,132 ― ― 7,132 

 資本剰余金 5,681 5,639 △42 △0.7 5,681 

 利益剰余金 1,405 939 △466 △33.2 1,280 

 自己株式 △305 △407 △101 33.3 △498 

Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 607 △653 △1,261 ― 105 

 その他有価証券評価差額金 644 △641 △1,285 ― 134 

 繰延ヘッジ損益 △37 △12 24 △66.0 △29 

Ⅲ 新 株 予 約 権 80 79 △1 △1.3 100 

純資産合計 14,602 12,729 △1,872 △12.8 13,801 

負債及び純資産合計 55,960 53,250 △2,710 △4.8 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３四半期) 

当四半期 
（平成21年２月期 
第３四半期) 

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 59,364 56,235 △3,129 △5.3 81,698 

Ⅱ 売上原価 45,002 42,673 △2,329 △5.2 62,110 

売上総利益 14,362 13,562 △800 △5.6 19,587 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 13,397 13,551 154 1.2 18,032 

営業利益 965 10 △954 △98.9 1,555 

Ⅳ 営業外収益 454 565 111 24.6 582 

受取利息及び受取配当金 181 173 △7 △4.4 202 

その他 272 392 119 43.9 379 

Ⅴ 営業外費用 495 451 △44 △9.0 662 

支払利息 337 314 △22 △6.7 452 

その他 158 136 △22 △13.9 210 

経常利益 923 125 △798 △86.4 1,475 

Ⅵ 特別利益 41 79 37 91.2 51 

投資有価証券売却益 30 ― △30 ― 32 

貸倒引当金戻入益 11 62 50 438.9 19 

主要株主株式売買利益金 ― 17 17 ― ― 

Ⅶ 特別損失 195 346 150 77.1 926 

固定資産除却損 105 229 123 116.4 166 

 貸倒引当金繰入額 89 73 △16 △18.3 419 

 商品券等回収損失引当金 
繰入額 ― ― ― ― 322 

 リース解約損 ― 43 43 ― ― 

 その他 ― ― ― ― 18 

税引前四半期(当期)純利益 
又は税引前四半期純損失(△) 769 △141 △911 ― 600 

税金費用 304 △66 371 ― 261 

四半期(当期)純利益又は 
四半期純損失(△) 464 △75 △539 ― 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 

 

当四半期 (自 平成20年３月１日 至 平成20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   △265  △265     △265 

四半期純損失   △75  △75     △75 

自己株式の取得    △694 △694     △694 

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) 

     △775 16 △758 △21 △780 

当四半期中の変動額合計 ― △42 △340 91 △291 △775 16 △758 △21 △1,071 

平成20年11月30日残高 7,132 5,639 939 △407 13,304 △641 △12 △653 79 12,729 

 

 (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 

 


