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1.  21年2月期の連結業績（平成20年3月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年2月期 90,191 △7.6 336 △83.9 344 △82.3 △1,729 ―

20年2月期 97,598 0.2 2,083 △14.8 1,940 △21.5 442 ―

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 ％ ％ ％

21年2月期 △32.54 ― △11.9 0.6 0.4
20年2月期 8.34 8.32 2.8 3.3 2.1

（参考） 持分法投資損益 21年2月期  23百万円 20年2月期  16百万円

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 53,750 13,689 24.9 252.04
20年2月期 55,617 16,113 28.2 295.81

（参考） 自己資本   21年2月期  13,357百万円 20年2月期  15,675百万円

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 86 △3,541 2,796 2,636
20年2月期 3,620 175 △3,606 3,295

2.  配当の状況 

22年2月期の期末及び年間の配当金額は未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年2月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 265 59.9 1.6
21年2月期 ― 2.50 ― 0.00 2.50 133 ― 0.9

22年2月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

41,000 △9.4 100 △58.8 150 △55.0 50 △77.4 0.94

通期 85,100 △5.6 400 19.0 350 1.6 100 ― 1.88
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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21頁「1株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年2月期 53,289,640株 20年2月期 53,289,640株

② 期末自己株式数 21年2月期  290,604株 20年2月期  297,717株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年2月期の個別業績（平成20年3月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年2月期 75,786 △7.2 92 △94.1 153 △89.6 △1,808 ―

20年2月期 81,698 0.2 1,555 △19.3 1,475 △24.8 339 ―

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

21年2月期 △34.02 ―

20年2月期 6.39 6.38

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 49,952 11,689 23.2 218.82
20年2月期 51,470 13,801 26.6 258.43

（参考） 自己資本 21年2月期  11,602百万円 20年2月期  13,701百万円

2.  22年2月期の個別業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.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。 
2.平成22年2月期の配当予想につきましては、今後の業績動向を見極めつつ検討することとしており、現時点では未定であります。なお、配当予想を決定し
ましたら速やかに開示いたします。 

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

第2四半期 
累計期間

35,200 △7.5 50 △64.5 150 △50.3 50 △51.2 0.94

通期 72,600 △4.2 200 116.4 200 29.9 100 ― 1.88
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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、世界的な金融危機に端を発した景気後退により、急速な減産を伴う大

幅な雇用調整の局面にあり、消費マインドの冷え込みとともに個人消費は緩やかな減少に転じました。また、

今後についても世界的な金融危機の更なる深刻化や世界景気の一層の下振れ懸念もぬぐえない状況となってお

ります。 

百貨店業界におきましては、雇用・所得環境の悪化に加え、先行き不透明感の高まりとともに消費者の自己防

衛・節約志向が高まる中、不要不急のモノへの消費マインドの減退が顕著であり、高額品を中心に売上の不振

が続いており、東京地区百貨店売上高は前年を大きく下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、「成長力拡大３ヵ年計画」を本年度よりスタートし、基本方針に「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」及び「ステークホルダーとの信頼関係の強化」を掲げ、経営・営業基盤の確立に取り

組んでまいりました。しかし先に述べたような環境下、目標達成は予断を許さない厳しい状況にあります。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は90,191百万円（前期比92.4％）、営業利益は336百万円（前期比16.1％）、

経常利益は 344 百万円（前期比 17.7％）、当期純損失は 1,729 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ており、昨年の春には弁当・惣菜売場の改装を

完成させ、着実にＭＤの変更を図ってまいりました。また、松屋ファンの拡大のため、新松屋カード会員の拡

大と定着を進め、ロイヤルカスタマー獲得に向けた取組みを行うとともに、創業 140 周年記念事業のひとつと

して、例年ホテルで開催しておりました「春の松美会」を、「春の感謝祭」とともに銀座本店で初めて開催いた

しました。更に、「白洲次郎と白洲正子展」や「久保田一竹×川崎景太展」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、浅草寺本堂落慶 50 周年に合わせ、来街客の取り込み強化を図るとともに、地元ニ

ーズの高い惣菜売場の環境整備を継続的に行い、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、厳しい経済環境の中で、「新規優良法人顧客の獲得」並びに「既存低稼働・非稼働

口座の活性化」に努めるとともに、建装部門の見直しや重点口座の再編等、営業効率の向上に努めてまいりま

した。 

以上の結果、百貨店業の売上高は、75,786 百万円（うち外部顧客に対する売上高 75,706 百万円）と前連結会

計年度に比べ 5,912 百万円(△7.2％)の減収となり、営業利益は 92 百万円と前連結会計年度に比べ 1,462 百万

円(△94.1％)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を中心とす

る持株会社体制で事業を推進しております。主力の婚礼宴会事業を行う事業会社の㈱アターブル松屋は、少子

化や未婚率の増加、企業の宴会需要の減少等により、厳しい環境下ではありましたが、事業所のリニューアル

やマーケティング戦略の強化等により前期を上回る売上高を確保することができました。一方、イタリアンレ

ストラン事業は、景気後退による個人消費の冷え込みにより、ディナーを中心とした需要が大幅に減少したた

め厳しい結果となりました。なお、同事業を行う事業会社の一つである㈱アターブルカンティネッタは、唯一

の店舗であった「カンティネッタ エノテーカ ピンキオーリお台場」を 2008 年６月に閉鎖し、同社を同年９

月に解散いたしました。 

以上の結果、飲食業の売上高は 8,566 百万円（うち外部顧客に対する売上高 8,308 百万円)と前連結会計年度

に比べ 782 百万円(△8.4％)の減収となり、営業損失は 15 百万円と前連結会計年度に比べ 218 百万円の減益と

なりました。 

＜ビル総合サービス及び広告業＞ 

ビル総合管理業でありました㈱シービーケーは、広告・宣伝制作業を営む当社の子会社でありました㈱エム

アンドエーと 2008 年３月に合併し、ビル総合サービス及び広告業を営む企業として生まれ変わりました。これ

を機に、商業施設関連ビジネスにおいて、相乗効果を発揮すべく、情報の共有化や企画提案力の強化に取り組

んでまいりました。その結果、新規取引先の開拓や既存顧客の取引拡大等において合併効果が現れてまいりま
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した。しかし、企業の設備投資案件の相次ぐ中止や延期の影響を受け、建装部門は苦戦を強いられました。 

以上の結果、売上高は7,615百万円（うち外部顧客に対する売上高3,751百万円)と前連結会計年度に比べ1,222

百万円(△13.8％)の減収となり、営業利益は 39 百万円と前連結会計年度に比べ 85 百万円(△68.8％)の減益とな

りました。 

＜輸入商品卸売業＞ 

輸入商品卸売業であります㈱スキャンデックスは、ブランド価値向上やシェア拡大を目的として、2008 年４

月に会社分割によりストッケ部門を分社化し、新たに㈱ストッケジャパンを設立いたしました。㈱スキャンデ

ックスにおきましては、主力ブランドであるイッタラのショップ展開を拡大するとともに、2008 年 11 月には日

本初の路面店となる「イッタラ GINZA」をオープンし、当初計画を大幅に上回る売上高を達成するなど、業績は

好調に推移いたしました。また、㈱ストッケジャパンにおきましても「STOKKE CHILDREN SHOP」の展開が順

調に進むなど、両社ともに各々のブランド価値向上に努めてまいりました。会社分割を機に不採算事業から撤

退した影響により、２社合計の売上高は 2,042 百万円（うち外部顧客に対する売上高 1,955 百万円)と前連結会

計年度に比べ 241 百万円(△10.6％)の減収となりましたが、営業利益は過去最高の 192 百万円と前連結会計年

度に比べ 27 百万円(+16.4％)の増益となりました。 

＜その他事業＞  

㈱東栄商会は、旅行・用度・衣服補正等を中心に落込み減収減益となりました。㈱東京生活研究所は、主要ク

ライアントへの積極的提案等を重ねてまいりましたが、減収減益となりました。㈱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

また各種の品質・機能検査に関わる検査等の獲得に努力した結果、増収となりましたが収益は微減となりました。 

以上の結果、その他事業全体としての売上高は1,850 百万円(うち外部顧客に対する売上高 469 百万円) と前連

結会計年度に比べ 76百万円(△3.9％)の減収となり、営業利益は35百万円と前連結会計年度に比べ43百万円(△

54.7％)の減益となりました。 

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、米国に端を発した 100 年に一度とも言われる金融危機が世界規模

へと広がりをみせる中、日本経済にも大きな影響を与え、雇用不安・所得の伸び悩み等による先行きの不透明

感が、消費マインドを更に冷え込ませ、消費者の節約志向は一層強まっていくものと思われます。 

このような状況下、百貨店業では、販売業務に専念し、営業力・サービス力を強化するための「仕組み改革」、

事務部門をスリム化し業務の効率化と意思決定の迅速化を図る「組織改革」、採算性・必要性・効率性の観点から

ゼロベースで見直した「経費構造改革」を強力に推し進め、生産性の向上と利益の確保を図ってまいります。 

銀座本店におきましては、中期経営計画の基本方針である「スペシャリティの追求による松屋ファンの拡大」

に向け、婦人の「インターナショナル雑貨」ゾーンの拡大を中心とする改装を実施してまいります。他の小売

業界の参入も含め激しさを増す競合の中、今一度お客様から評価されている「松屋の強み」を活かし、他の商

業施設とは一線を画したインターナショナル、ハイグレード、ハイテイストな商品・サービス・環境を提供で

きる、「銀座らしさ」にこだわった店を目指してまいります。また、顧客密着を図るため先期より推進してまい

りましたロイヤルカスタマー向けサービスを、更に充実させることにより松屋ファンの拡大と定着を図ります。

その他創業 140 周年記念催事の実施など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、2012 年開業予定の東京スカイツリーなど近隣の商業環境の変化を見据えながら、「顧

客や地域の視点に根ざしたＭＤ」及び「固定客の拡大に向けたお客様との関係づくり」の強化を図ってまいりま

す。 

外販部門におきましては、更に厳しさを増す経済環境の中で、効率的な営業活動による新規優良法人及び法人

内個人顧客の開拓に全力で取り組み、顧客基盤の更なる拡大・強化に努めるとともに、店頭・催事への来店促進

を図り、売上高・収益高の拡大に努めてまいります。 

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、収益性の高い婚礼宴会事業に経営資源を集中する

とともに、そのノウハウをイタリアンレストラン事業において有効に活用することで「エノテーカ ピンキオー

リ」での婚礼獲得を強化するなど、グループとしての総合力を発揮してまいります。 

ビル総合サービス及び広告業であります㈱シービーケーにおきましては、ビルメンテナンス、建装、宣伝広告

の各部門における営業情報の相互活用を促進し、引き続き合併効果の最大化を図ってまいります。一方で、建装

部門を中心に厳しい外部環境が続くことを想定し、原価管理体制の徹底や経費構造改革の促進等にも注力してま
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いります。 

輸入商品卸売業であります㈱スキャンデックス及び㈱ストッケジャパンにおきましては、「イッタラ」並びに

「ストッケ」のブランド戦略の強化を行い、両ブランドの価値向上を図ってまいります。また、「イッタラ GINZA」

に続き、2009 年３月には「イッタラ EBISU」をオープンするなど、直営店の展開も積極的に行い、売上の拡大及

び収益力の強化に努めてまいります。 

なお、平成 22 年２月期の通期連結業績予想につきましては、売上高は 85,100 百万円(前期比 94.4％)、営業利

益 400百万円(前期比 119.0％）、経常利益 350百万円(前期比 101.6％）、当期純利益 100 百万円を見込んでおりま

す。 

また、平成 22 年２月期の通期個別業績予想につきましては、売上高は 72,600 百万円(前期比 95.8％)、営業利

益 200百万円(前期比 216.4％)、経常利益 200百万円(前期比 129.9％)、当期純利益 100 百万円を見込んでおりま

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 1,867 百万円減少し、53,750 百万円と

なりました。資産の減少要因としては、主に現金及び預金 658 百万円の減少、受取手形及び売掛金 701 百万円の

減少、建物及び構築物 762 百万円の減少、土地 1,766 百万円の増加、投資有価証券 861 百万円の減少、支払保証

金 379 百万円の減少等によるものであります。負債は 556 百万円増加し、40,061 百万円となりました。負債の増

加要因としては、主に支払手形及び買掛金 1,165 百万円の減少、未回収商品券 227 百万円の減少、店舗閉鎖損失

引当金 185 百万円の減少、借入金 3,074 百万円の増加、繰延税金固定負債 265 百万円の減少等によるものであり

ます。純資産は 2,423 百万円減少し、13,689 百万円となりました。純資産の減少要因としては、主に当期純損失

による減少 1,729 百万円、配当金の支払額 265 百万円、その他有価証券評価差額金 109 百万円の減少、繰延ヘッ

ジ損益262百万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損失△1,776 百万円、減価償却費 1,691 百万円、

投資有価証券評価損1,727 百万円、売上債権の減少 701 百万円、仕入債務の減少△1,165 百万円、未回収商品券の

減少△227百万円、退職給付制度改定に伴う支払額△295百万円、法人税等の支払額△320百万円等により86百万

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△2,733 百万円、投資有価証券の

取得による支出△1,205 百万円、投資有価証券の売却による収入 223 百万円等により 3,541 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 3,074 百万円、配当金の支払額△265 百万円等により

2,796 百万円の収入となりました。 

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 

２月期 

平成 18年 

２月期 

平成 19年 

２月期 

平成 20年 

２月期 

平成 21年 

２月期 

自己資本比率(％) 29.9 29.6 27.3 28.2 24.9

時価ベースの自己資本比率(％) 76.6 227.5 210.4 209.1 149.3

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

インタレスト･カバレッジ･レシオ(倍) 6.3 9.9 4.8 9.2 0.2

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付けており、着実に収益を確保できる経営

体質の基盤強化に努めることで、安定的な配当を行うことを基本方針といたしております。そのため当社は「成
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長力拡大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。 

しかしながら、当期の期末配当につきましては、多額の当期純損失を計上することから当社の財務状況等を総

合的に勘案し、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきました。その結果、1株当たりの年間配当金

は２円50銭となりました。なお、次期の配当につきましては、今後の業績や財務状況等を総合的に勘案したう

えで判断させていただきたく、現時点では未定とさせていただきます。 

（4）事業等のリスク 

最近の有価証券報告書(平成 20 年５月 23 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 

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。 

なお、㈱アターブルカンティネッタにつきましては、清算中であります。 

＜ビル総合サービス及び広告業＞ 

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、装飾、宣伝広告

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、㈱ストッケジャパン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㈱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。 
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３．経営方針 

（1）経営の基本方針 

平成20年２月期決算短信(平成20年４月14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 

 

（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。 

 

（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20年２月29日) 

当連結会計年度 
(平成21年２月28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  3,295 2,636 △658

受取手形及び売掛金  6,275 5,573 △701

たな卸資産  4,672 4,840 168

繰延税金資産  936 868 △67

その他  1,048 920 △127

貸倒引当金  △30 △31 △0

流動資産合計 16,197 29.1 14,809 27.6 △1,388

Ⅱ 固定資産   

(1) 有形固定資産   

建物及び構築物 ※１ 35,150 35,036  

減価償却累計額  21,400 13,749 22,049 12,986 △762

土地 ※１ 13,461 15,227 1,766

その他  3,108  2,948   

減価償却累計額  2,290 818 2,304 643 △174

有形固定資産合計 28,029 50.4 28,858 53.7 829

(2) 無形固定資産   

借地権  279 279 ―

ソフトウェア  215 312 97

その他  222 94 △127

無形固定資産合計 716 1.3 686 1.3 △30

(3) 投資その他の資産   

投資有価証券 ※２ 5,369 4,507 △861

長期貸付金  260 259 △0

繰延税金資産  212 488 275

支払保証金  3,258 2,878 △379

その他  1,681 1,306 △374

貸倒引当金  △155 △81 74

投資その他の資産合計 10,626 19.1 9,360 17.4 △1,266

固定資産合計 39,372 70.8 38,905 72.4 △467

Ⅲ 繰延資産   

開業費  47 36 △11

繰延資産合計 47 0.1 36 0.1 △11

資産合計 55,617 100.0 53,750 100.0 △1,867
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前連結会計年度 

(平成20年２月29日) 
当連結会計年度 

(平成21年２月28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  8,420 7,255 △1,165

短期借入金 ※１ 14,468 14,482 14

未払法人税等  217 96 △121

繰延税金負債  32 ― △32

未回収商品券  2,153 1,925 △227

賞与引当金  280 233 △46

役員賞与引当金  2 5 3

商品券等回収損失引当金  398 372 △26

ポイントカード引当金  57 56 △0

店舗閉鎖損失引当金  185 ― △185

その他  4,384 4,166 △218

流動負債合計 30,599 55.0 28,593 53.2 △2,006

Ⅱ 固定負債   

長期借入金 ※１ 5,554 8,614 3,060

繰延税金負債  276 11 △265

退職給付引当金  293 281 △11

役員退職慰労引当金  566 ― △566

受入保証金  1,902 1,803 △98

その他  311 756 445

固定負債合計 8,905 16.0 11,467 21.3 2,562

負債合計 39,504 71.0 40,061 74.5 556

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本   

資本金  7,132 7,132 ―

資本剰余金  5,681 5,639 △42

利益剰余金  3,129 1,134 △1,994

自己株式  △508 △417 91

株主資本合計 15,435 27.8 13,489 25.1 △1,945

Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  170 61 △109

繰延ヘッジ損益  69 △193 △262

評価・換算差額等合計 240 0.4 △131 △0.2 △372

Ⅲ 新株予約権  100 0.2 86 0.2 △13

Ⅳ 少数株主持分  336 0.6 244 0.5 △92

純資産合計 16,113 29.0 13,689 25.5 △2,423

負債及び純資産合計 55,617 100.0 53,750 100.0 △1,867
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(2) 連結損益計算書 

 

  
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)

当連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28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  97,598 100.0 90,191 100.0 △7,407 92.4

Ⅱ 売上原価  70,884 72.6 65,796 73.0 △5,088 92.8

売上総利益  26,713 27.4 24,394 27.0 △2,319 91.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 24,630 25.2 24,058 26.7 △571 97.7

営業利益  2,083 2.1 336 0.4 △1,747 16.1

Ⅳ 営業外収益  429 0.4 525 0.6 95 122.4

受取利息  11 10  △0

受取配当金  65 69  3

受取賃貸料  16 17  1

債務勘定整理益  201 209  7

受取協賛金  52 140  87

その他  81 77  △3

Ⅴ 営業外費用  571 0.6 516 0.6 △54 90.4

支払利息  393 364  △29

債務勘定整理益繰戻損  134 ―  △134

商品券等回収損失引当金繰入額  ― 108  108

その他  43 44  0

経常利益  1,940 2.0 344 0.4 △1,596 17.7

Ⅵ 特別利益  208 0.2 224 0.2 15 107.7

固定資産売却益 ※２ 136 ―  △136

投資有価証券売却益  32 78  46

貸倒引当金戻入益  39 10  △28

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  ― 8  8

Ⅶ 特別損失  986 1.0 2,345 2.6 1,358 237.7

固定資産除却損 ※３ 163 358  194

減損損失 ※４ 144 206  62

投資有価証券評価損  ― 1,727  1,727

貸倒引当金繰入額  54 ―  △54

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 ※５ 185 ―  △185

製品補償損失  22 ―  △22

その他  18 53  35

税金等調整前当期純利益又は 
税金等調整前当期純損失(△) 

 1,162 1.2 △1,776 △2.0 △2,939 ―

法人税、住民税及び事業税  321 0.3 192 0.2 △129 59.8

法人税等調整額  453 0.5 △209 △0.2 △662 ―

少数株主損失  54 0.1 30 0.0 △24 55.2

当期純利益又は当期純損失(△)  442 0.5 △1,729 △1.9 △2,171 ―
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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

 

 

 

当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21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20年２月29日残高 7,132 5,681 3,129 △508 15,435 170 69 240 100 336 16,113

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当  △265 △265   △265

当期純損失  △1,729 △1,729   △1,729

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 

連結会計年度中の 

変動額(純額) 

 △109 △262 △372 △13 △92 △477

連結会計年度中の変動額

合計 
― △42 △1,994 91 △1,945 △109 △262 △372 △13 △92 △2,423

平成21年２月28日残高 7,132 5,639 1,134 △417 13,489 61 △193 △131 86 244 13,689
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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19年３月１日
   至 平成20年２月29日)

当連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 

   至 平成21年２月28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(△)  1,162 △1,776 △2,939 

減価償却費  1,560 1,691 131 

のれん償却額  14 5 △9 

貸倒引当金減少額  △19 △73 △54 

賞与引当金増減額  2 △46 △48 

役員賞与引当金増減額  △4 3 8 

退職給付引当金増減額  5 △11 △17 

役員退職慰労引当金減少額  △130 △566 △436 

商品券等回収損失引当金増減額  398 △26 △424 

ポイントカード引当金減少額  △27 △0 26 

店舗閉鎖損失引当金増減額  185 △109 △295 

受取利息及び受取配当金  △77 △80 △3 

支払利息  393 364 △29 

持分法による投資利益  △16 △23 △6 

投資有価証券評価損  ― 1,727 1,727 

投資有価証券売却損益  △32 △78 △46 

固定資産除却損  163 358 194 

固定資産売却損益  △136 0 136 

減損損失  144 206 62 

売上債権の減少額  761 701 △59 

たな卸資産の増加額  △156 △168 △12 

仕入債務の増減額  104 △1,165 △1,270 

未回収商品券の増減額  217 △227 △445 

その他  204 295 90 

小計  4,718 997 △3,720 

利息及び配当金の受取額  78 83 4 

利息の支払額  △394 △378 15 

退職給付制度改定に伴う支払額  △353 △295 57 

法人税等の支払額  △428 △320 108 

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,620 86 △3,534 
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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)

当連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 

   至 平成21年２月28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  △1,015 △2,733 △1,717 

有形固定資産の売却による収入  1,317 0 △1,317 

無形固定資産の取得による支出  △302 △206 96 

投資有価証券の取得による支出  △638 △1,205 △566 

投資有価証券の売却による収入  182 223 40 

貸付けによる支出  △379 △4 374 

貸付金の回収による収入  640 6 △633 

その他  372 379 6 

投資活動によるキャッシュ・フロー  175 △3,541 △3,716 

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  △2,746 2,439 5,186 

長期借入れによる収入  800 4,710 3,910 

長期借入金の返済による支出  △1,588 △4,075 △2,487 

配当金の支払額  △264 △265 △1 

少数株主への配当金の支払額  △7 △4 3 

自己株式(単元株式)の取得による支出  △379 △693 △313 

自己株式(単元株式)の処分による収入  581 686 104 

その他  △1 △0 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,606 2,796 6,402 

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  190 △658 △848 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,104 3,295 190 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  3,295 2,636 △658 
 
 

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 
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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、㈱東京生活研究所、㈱スキャンデックス、㈱

ストッケジャパン、㈱松屋友の会、㈱エムジー商品試験センター 

㈱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㈱シービーケーを存続会社とする吸収合併を

行いました。また、㈱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

設立いたしました。 

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、㈱ストッケジャパンの決算日は 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 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、合理的に見積った回収見込額を計上しております。 
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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。 

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(14 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 

従来、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したが、役員
退職慰労金制度を廃止することとし、平成 20 年３月、４月及び５月開催の当社及び連結子会社の定時
株主総会において慰労金の打ち切り支給議案が承認可決されました。 
これにより当連結会計年度において、役員に対する役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支給

に伴う未払額を固定負債の「その他」として計上しております。 

(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。 
 

(追加情報) 

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、当連結会計年度より、平成 19 年３月 31 日

以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度から５年間で均等

償却する方法によっております。 

これにより、営業利益は 107 百万円、経常利益は 110 百万円減少しており、税金等調整前当期純損失は 110 百

万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響については、（セグメント情報）に記載のとおりであります。 
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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 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 
 

※１ 担保資産 

①担保に供している資産 

 建物及び構築物 506百万円

 土地 7,275 

②対応する債務 

 短期借入金 288百万円

 長期借入金 5,212 
 

※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

 

※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) 479百万円

 
３ 偶発債務 

保証債務 
 従業員住宅資金借入 1百万円
 

３ 偶発債務 
保証債務 
 従業員住宅資金借入 0百万円
 

 
 

(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 8,878百万円

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  

※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 8,842百万円

広告宣伝費 1,114 

賞与 968 

賞与引当金繰入額 191 

役員退職慰労引当金繰入額 4 

減価償却費 1,598 

賃借料 2,550  
※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。 

※４ 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 

                  

 

※３ 同左 

 

※４ 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 

中央区等 

建物及び

構築物等
192

その他
東京都 

中央区 

その他の

有形 

固定資産等

13

合計 206 
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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 101

その他の有形固定資産 14

その他の無形固定資産 2

その他の投資その他の資産 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
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。 

※５ ㈱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。 

(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 87

その他の有形固定資産 48

ソフトウェア 2

その他の無形固定資産 4

その他の投資その他の資産 54

リース資産 9

合計 206
  

同左 
 
 
 
 

                  
 

 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

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) 

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
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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

 

当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21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) 297 379 386 290

（注）１ 自己株式の増加379千株は、単元株式の取得378千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386千株は、新株予約権の行使による減少386千株と単元未満株式の買増請求による 

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86百万円であります。 

 

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20年５月22日 
定時株主総会 

普通株式 132 2.50 平成20年２月29日 平成20年５月23日

平成20年10月14日 
取締役会 

普通株式 133 2.50 平成20年８月31日 平成20年11月17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 

該当事項はありません。 

 

(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 3,295百万円

現金及び現金同等物の期末残高 3,295百万円 

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 2,636百万円

現金及び現金同等物の期末残高 2,636百万円 

 

 

 

- 18 -



 

 

㈱松屋 (8237) 平成 21 年２月期決算短信 

 

  
 

 

(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

 

当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

 
百貨店業 

(百万円) 

飲食業 

(百万円) 

ビル総合

サービス及び

広告業 

(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 

75,706 8,308 3,751 1,955 469 90,191 ― 90,191

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

79 258 3,863 87 1,381 5,670 (5,670) ―

計 75,786 8,566 7,615 2,042 1,850 95,861 (5,670) 90,191

営業費用 75,693 8,582 7,576 1,850 1,814 95,517 (5,662) 89,855

営業利益 92 △15 39 192 35 343 (7) 336
   

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的
支出 

  

資産 43,797 3,274 2,689 1,330 2,613 53,705 44 53,750

減価償却費 1,554 105 24 15 42 1,742 (51) 1,691

減損損失 ― 207 1 ― 0 209 (2) 206

資本的支出 2,842 68 10 55 30 3,008 (56) 2,951

(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。 

（事業区分の変更） 

当連結会計年度から、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。この変更は、当連結会計年度において、「ビル総合管理
業」を営む㈱シービーケーと「その他事業」に含まれていた装飾、宣伝広告業を営む㈱エムアンドエーが合併した
ことを契機に、競争力強化を目的に商業施設等の企画・設計・施工から店内外ディスプレイ・広告宣伝、ビルメン
テナンスまでのトータルサービスの提供、取引先の共有化、新事業部の設立など事業の融合を図ったことから、事
業の実態を反映したより適正な事業区分とすべく行ったものであります。 
なお、前連結会計年度において当連結会計年度の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は、次の

とおりであります。 
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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) 

 
百貨店業 
(百万円) 

飲食業 
(百万円) 

ビル総合

サービス及び

広告業 

(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 4,200 2,164 541 97,598 ― 97,598

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

91 265 4,637 119 1,385 6,499 (6,499) ―

計 81,698 9,349 8,838 2,284 1,926 104,097 (6,499) 97,598

営業費用 80,143 9,147 8,713 2,119 1,847 101,970 (6,455) 95,514

営業利益 1,555 202 124 165 79 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 3,417 1,111 2,646 55,852 (234) 55,617

減価償却費 1,408 124 18 10 42 1,604 (44) 1,560

減損損失 ― 147 ― ― ― 147 (2) 144

資本的支出 1,087 81 17 26 53 1,265 (93) 1,172

２ 各事業の内容 

（前連結会計年度） 

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、Ｏ

Ａ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 

（当連結会計年度） 

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 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3,882百万円、当連結会計年度3,515百万

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。 
６（当連結会計年度） 
 （追加情報）に記載のとおり、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、当連結会計年度より、
平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度か
ら５年間で均等償却する方法によっております。これにより、営業費用が百貨店業において100百万円増加し、営
業利益が同額減少しております。なお、百貨店業以外の事業の影響額は軽微であります。 

 
【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。 
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(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 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
 

１株当たり純資産額 252.04円

１株当たり当期純損失 32.54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。 
 
(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) 16,113 13,689 

普通株式に係る純資産額(百万円) 15,675 13,357 

差額の主な内訳(百万円) 
新株予約権 
少数株主持分 

 
100 
336 

 
86 
244 

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) 297 290 

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) 52,991 52,999 

 
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) 442 △1,729 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 442 △1,729 

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) 53,019 53,131 

当期純利益調整額(百万円) ― ― 

普通株式増加数(千株) 155 ― 

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 4,192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 392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 235個
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
   

(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) 

該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表 

(1) 個別貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成20年２月29日) 
当事業年度 

(平成21年２月28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  1,301 594  △706

   受取手形  23 42  18

   売掛金  4,928 4,237  △691

   商品  3,684 3,792  108

   貯蔵品  44 56  11

   前渡金  38 11  △27

   前払費用  218 197  △20

   繰延税金資産  864 619  △245

   短期貸付金  87 86  △1

   関係会社短期貸付金  2,099 810  △1,289

営業外未収入金  25 89  63

   その他  187 151  △36

   貸倒引当金  △401 △295  105

流動資産合計 13,103 25.5 10,393 20.8 △2,710

Ⅱ 固定資産    

 (1) 有形固定資産    

   建物  13,847 13,164  △683

   車輌運搬具  ― 0  0

   器具備品  530 427  △102

   土地  13,461 15,227  1,766

有形固定資産合計 27,838 54.1 28,820 57.7 981

 (2) 無形固定資産    

   借地権  279 279  ―

   ソフトウェア  181 286  104

   その他  156 39  △116

無形固定資産合計 617 1.2 605 1.2 △12

 (3) 投資その他の資産    

   投資有価証券  4,818 3,967  △850

   関係会社株式  1,451 1,451  ―

   出資金  0 0  ―

長期貸付金  207 207  ―

関係会社長期貸付金  ― 1,380  1,380

   従業員長期貸付金  52 50  △1

   破産更正債権等  84 32  △51

   長期前払費用  30 22  △7

繰延税金資産  ― 312  312

      前払年金費用  779 620  △158

   敷金  322 322  ―

   保証金  1,761 1,595  △166

払込保険料  465 480  14

   その他  21 21  △0

   貸倒引当金  △83 △331  △247

投資その他の資産合計 9,910 19.3 10,134 20.3 223

固定資産合計 38,367 74.5 39,559 79.2 1,192

資産合計 51,470 100.0 49,952 100.0 △1,517
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 前事業年度 
(平成20年２月29日) 

当事業年度 
(平成21年２月28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  209 99  △110

   買掛金           6,777 6,166  △611

短期借入金   13,389 15,606  2,216

 １年以内に返済される長期借入金 3,788 1,362  △2,425

   未払金           1,414 1,284  △129

   未払費用  538 174  △364

   未払法人税等  41 34  △6

   未払消費税等  107 ―  △107

   前受金  156 141  △14

   未回収商品券  2,153 1,925  △227

預り金  111 157  45

   前受収益  27 32  5

   賞与引当金  177 138  △38

   商品券等回収損失引当金  322 283  △38

   ポイントカード引当金  57 56  △0

   設備関係支払手形  15 4  △10

   その他  17 ―  △17

流動負債合計 29,302 56.9 27,467 55.0 △1,835

Ⅱ 固定負債    

長期借入金  5,554 8,614  3,060

   長期未払金  248 436  187

   繰延税金負債  257 ―  △257

   役員退職慰労引当金  452 ―  △452

受入保証金  1,821 1,722  △98

   その他  31 22  △9

固定負債合計 8,366 16.3 10,795 21.6 2,429

負債合計 37,669 73.2 38,263 76.6 593

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本 13,595 26.4 11,570 23.2 △2,024

  資本金 7,132 13.9 7,132 14.3 ―

  資本剰余金 5,681 11.0 5,639 11.3 △42

資本準備金 3,660 3,660  ―

その他資本剰余金 2,021 1,978  △42

  利益剰余金 1,280 2.5 △793 △1.6 △2,073

その他利益剰余金 1,280 △793  △2,073

固定資産圧縮積立金 920 370  △550

繰越利益剰余金 359 △1,164  △1,523

  自己株式 △498 △1.0 △407 △0.8 91

Ⅱ 評価・換算差額等 105 0.2 31 0.1 △73

  その他有価証券評価差額金 134 0.3 45 0.1 △89

  繰延ヘッジ損益 △29 △0.1 △13 △0.0 15

Ⅲ 新株予約権 100 0.2 86 0.2 △13

純資産合計 13,801 26.8 11,689 23.4 △2,111

負債及び純資産合計 51,470 100.0 49,952 100.0 △1,517
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(2) 個別損益計算書 

 

 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日
 至 平成20年２月29日)

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28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  81,698 100.0 75,786 100.0 △5,912 92.8

Ⅱ 売上原価  62,110 76.0 57,702 76.1 △4,408 92.9

   売上総利益  19,587 24.0 18,083 23.9 △1,503 92.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  18,032 22.1 17,991 23.7 △40 99.8

   営業利益  1,555 1.9 92 0.1 △1,462 5.9

Ⅳ 営業外収益  582 0.7 668 0.9 85 114.7

   受取利息  44 30  △14

   受取配当金  157 159  2

   受取賃貸料  146 149  3

受取協賛金  52 140  87

   債務勘定整理益  154 159  4

   その他  26 28  2

Ⅴ 営業外費用  662 0.8 606 0.8 △55 91.6

   支払利息  452 423  △28

   賃貸原価  66 75  8

   債務勘定整理益繰戻損  115 ―  △115

   商品券等回収損失引当金繰入額 ― 73  73

   その他  28 34  6

   経常利益  1,475 1.8 153 0.2 △1,321 10.4

Ⅵ 特別利益  51 0.1 162 0.2 110 314.5

投資有価証券売却益  32 78  46

貸倒引当金戻入益 19 66  47

主要株主株式売買利益金  ― 17  17

Ⅶ 特別損失  926 1.1 2,386 3.1 1,460 257.7

   固定資産除却損  166 361  195

投資有価証券評価損  ― 1,723  1,723

貸倒引当金繰入額  419 248  △170

商品券等回収損失引当金繰入額 322 ―  △322

その他  18 51  33

   税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失(△) 

 600 0.7 △2,070 △2.7 △2,671  ―

   法人税、住民税及び事業税 11 0.0 11 0.0 △0 99.9

   法人税等調整額  249 0.3 △273 △0.4 △523 ―

  当期純利益又は当期純損失(△) 339 0.4 △1,808 △2.4 △2,147 ―
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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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当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21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20年２月29日残高 7,132 3,660 2,021 5,681

事業年度中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩  

 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 △42 △42

 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 ― ― △42 △42

平成21年２月28日残高 7,132 3,660 1,978 5,639

 

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20年２月29日残高 920 359 1,280 △498 13,595

事業年度中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩 △550 550 ―  ―

 剰余金の配当 △265 △265  △265

 当期純損失 △1,808 △1,808  △1,808

 自己株式の取得 △694 △694

 自己株式の処分 785 743

 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 △550 △1,523 △2,073 91 △2,024

平成21年２月28日残高 370 △1,164 △793 △407 11,570

 

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20年２月29日残高 134 △29 105 100 13,801

事業年度中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩  ―

 剰余金の配当  △265

 当期純損失  △1,808

 自己株式の取得  △694

 自己株式の処分  743

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
△89 15 △73 △13 △87

事業年度中の変動額合計 △89 15 △73 △13 △2,111

平成21年２月28日残高 45 △13 31 86 11,689
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(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

 
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19年３月１日 
    至 平成20年２月29日） 

当事業年度 

（自 平成20年３月１日 
    至 平成21年２月28日） 店 別 

金額 構成比 金額 構成比 前期比 

銀座本店 67,529 82.7 62,330 82.2 92.3 

浅草支店 14,169 17.3 13,455 17.8 95.0 

計 81,698 100.0 75,786 100.0 92.8 

 

 

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

前事業年度 

（自 平成19年３月１日 
    至 平成20年２月29日） 

当事業年度 

（自 平成20年３月１日 
    至 平成21年２月28日） 商品別 

金額 構成比 金額 構成比 前期比 

衣料品 28,298 34.6 25,801 34.0 91.2 

身廻品 17,982 22.0 15,838 20.9 88.1 

雑貨 10,010 12.3 9,516 12.6 95.1 

家庭用品 3,158 3.9 2,948 3.9 93.3 

食料品 17,500 21.4 17,659 23.3 100.9 

食堂・喫茶 2,133 2.6 2,030 2.7 95.2 

サービス・その他 2,613 3.2 1,990 2.6 76.1 

計 81,698 100.0 75,786 100.0 92.8 
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