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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期第2四半期 39,662 ― △446 ― △475 ― △2,112 ―

21年2月期第2四半期 45,242 △4.9 242 △74.1 333 △62.4 221 △46.7

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年2月期第2四半期 △39.85 ―

21年2月期第2四半期 4.16 4.15

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

22年2月期第2四半期 52,110 12,341 23.1 227.09
21年2月期 53,750 13,689 24.9 252.04

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  12,035百万円 21年2月期  13,357百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

22年2月期の期末及び合計配当金額は未定であります。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 2.50 ― 0.00 2.50
22年2月期 ― 0.00

22年2月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 80,600 △10.6 △800 ― △1,000 ― △2,600 ― △49.05
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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ページをご参照ください。 
2.平成22年2月期の期末及び合計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
当予想は確定次第速やかに公表いたします。 
3.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第2四半期 53,289,640株 21年2月期  53,289,640株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  290,741株 21年2月期  290,604株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 52,998,929株 21年2月期第2四半期 53,175,375株

－2－



【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２四半期(平成 21 年３月１日～平成 21 年８月 31 日)におけるわが国経済は、輸出、生

産には持ち直しの動きが見られるものの、企業収益は極めて大幅に減少し、雇用情勢は急速に

悪化いたしました。このような経済環境の中、消費者の生活防衛意識や節約志向の高まりは顕

著となり、個人消費は弱含みに推移いたしました。 

 百貨店業界におきましては、雇用・所得環境の悪化に加え、天候不順なども影響し、主力の

衣料品や高額品を中心に売上不振の厳しい状況が続き、東京地区百貨店売上高はこの間、前年

同月比２桁のマイナスとなりました。 

 このような中、当社グループは、中期経営計画である「成長力拡大３ヵ年計画」に沿って諸

施策を実施してまいりました。しかしながら、厳しい経済環境の中、主力の百貨店をはじめと

する当社グループの売上高は前年を大きく下回りました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 39,662 百万円、営業損失 446 百万円、

経常損失 475 百万円、四半期純損失 2,112 百万円となりました。 

＜百貨店業＞ 

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、強みである服飾雑貨を更に強化するため、２階をインターナショナル雑貨

フロアとすべく改装を行い、７月にその第１期区画が完成いたしました。同時に更なる効率と

買廻り性の向上を目指して３階・４階の婦人服を再編するなど、2010 年度の完成を目指し全

館の「グレードとテイストの統一」に着手いたしました。浅草支店におきましては、地元顧客

に、より密着した商品やサービスの提供を図るとともに、営業効率の向上を目指し、６月より

３階以上の営業時間を 30 分短縮いたしました。また、両店として創業 140 周年を記念する数々

の記念催事やイベントを開催し、ロイヤルカスタマーや、導入３年目を迎え定着した新松屋カ

ード顧客をはじめとするお得意様への様々なアプローチ、サービスを実施いたしました。しか

しながら、この間の売上高は、昨年秋以降の世界同時不況による消費マインドの急激な冷え込

みに加え、銀座本店の改装工事影響等もあり、前年を下回る結果となりました。 

以上の結果、売上高は 33,157 百万円、営業損失 506 百万円となりました。 

＜飲食業＞ 

 飲食業におきましては、婚礼宴会部門におきまして少子化や企業の宴会需要の減少等厳しい

環境下、婚礼組数の獲得増加に取り組んだ結果、売上高は前年並みを維持しました。イタリア

ンレストラン部門は婚礼需要の取り込み強化の成果があったものの苦戦を強いられましたが、

減収を前提としたコスト削減に取り組んだ結果、営業利益は前年に比較し大きく改善致しまし

た。全体での売上高は、不採算店舖の閉鎖影響もあり、前年を下回る結果となりました。 

以上の結果、売上高は 3,996 百万円、営業利益は 37 百万円となりました。 

＜ビル総合サービス及び広告業＞ 

 ビル総合サービス及び広告業におきましては、主に建装・宣伝装飾部門におきまして景気低

迷の影響による設備投資規模の縮小や競争激化等がありましたが、経費構造改革を進め原価・

販売管理費の削減に取り組んだ結果、営業損益は改善しました。 

 以上の結果、売上高は 3,515 百万円、営業損失は 9百万円となりました。 
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＜輸入商品卸売業＞ 

 輸入商品卸売業におきましては、新規取引先の開拓、直営店の展開等店舗の拡充に取り組み、

主力商品である北欧家具、リビング用品及び雑貨の営業強化に努めてまいりましたが、消費低

迷の影響から苦戦を強いられ、減収減益となりました。 

 以上の結果、売上高は 891 百万円、営業利益 33 百万円となりました。 

＜その他事業＞ 

その他事業におきましては、旅行部門、用度部門をはじめ来店客調査分析、食品・非食品の

各種検査など合わせ全体では減収となりましたが、費用削減に取り組んだ結果、増益となりま

した。 

 以上の結果、売上高は 847 百万円、営業利益 32 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２四半期連結会計期間末の資産合計は前期末に比べ、1,639 百万円減少し 52,110 百万

円となりました。これは主に受取手形及び売掛金 958 百万円の減少、繰延税金資産 987 百万円

の減少等によるものであります。負債合計は前期末に比べ、291 百万円減少し 39,769 百万円

となりました。これは主に支払手形及び買掛金 543 百万円の減少等によるものであります。純

資産の部はその他有価証券評価差額金 674 百万円の増加、利益剰余金 2,112 百万円の減少等に

より 1,348 百万円減少し 12,341 百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成 21 年９月 14 日付の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」において公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

 

４．その他 

（1）期中における重要な子会社の異動（連結の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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①棚卸資産の評価方法 

  当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結

会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっておりま

す。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについての

み正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がな

いと認められる会社については、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。また、前連結会計年度末以降

に経営環境等、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた会社について

は、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該

著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 
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（3）四半期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 

①「四半期連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及

び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を

適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成

しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

  第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成 18 年７月５日公表分 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、

原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。これ

により、税金等調整前四半期純損失が 38 百万円増加しております。 

③「リース取引に関する会計基準」等の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準

第 13 号(平成５年６月 17 日(企業会計審議会 第一部会)、平成 19 年３月 30 日改正))

及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 16 号(平成６

年１月 18 日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成 19 年３月 30 日改正))が平成

20 年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用すること

ができることになったことに伴い、第 1四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を

早期適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

(借手側) 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。また、リース資産の減価

償却方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。なお、リース取引開始日がリース取引会計基準の改正適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き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。なお、この変更による損益への影響はありま

せん。 

(貸手側) 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理に変更し、リース投資資産として計上しております。また、ファイナンス・

リース取引に係る収益の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計

上する方法によっております。なお、リース取引開始日がリース取引会計基準の改正適

用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の

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。なお、この変更による損益

への影響はありません。 
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,803 2,636

受取手形及び売掛金 4,615 5,573

たな卸資産 4,482 4,840

その他 986 1,789

貸倒引当金 △36 △31

流動資産合計 12,851 14,809

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,952 12,986

土地 15,227 15,227

その他（純額） 575 643

有形固定資産合計 28,756 28,858

無形固定資産 736 686

投資その他の資産   

投資有価証券 5,397 4,507

その他 4,448 4,933

貸倒引当金 △79 △81

投資その他の資産合計 9,765 9,360

固定資産合計 39,258 38,905

繰延資産 － 36

開業費 － 36

資産合計 52,110 53,750
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,711 7,255

短期借入金 16,830 14,482

未払法人税等 133 96

賞与引当金 222 233

役員賞与引当金 2 5

商品券等回収損失引当金 387 372

ポイントカード引当金 56 56

その他 5,620 6,091

流動負債合計 29,963 28,593

固定負債   

長期借入金 6,433 8,614

退職給付引当金 286 281

その他 3,086 2,571

固定負債合計 9,805 11,467

負債合計 39,769 40,061

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,132 7,132

資本剰余金 5,639 5,639

利益剰余金 △977 1,134

自己株式 △417 △417

株主資本合計 11,377 13,489

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 735 61

繰延ヘッジ損益 △77 △193

評価・換算差額等合計 658 △131

新株予約権 56 86

少数株主持分 249 244

純資産合計 12,341 13,689

負債純資産合計 52,110 53,750
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 39,662

売上原価 28,988

売上総利益 10,674

販売費及び一般管理費 11,120

営業損失（△） △446

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 89

債務勘定整理益 107

受取協賛金 67

その他 41

営業外収益合計 309

営業外費用  

支払利息 187

商品券等回収損失引当金繰入額 85

その他 65

営業外費用合計 338

経常損失（△） △475

特別利益  

主要株主株式売買利益金 17

新株予約権戻入益 38

その他 3

特別利益合計 59

特別損失  

固定資産除却損 60

減損損失 14

たな卸資産評価損 38

開業費償却 33

特別損失合計 147

税金等調整前四半期純損失（△） △563

法人税、住民税及び事業税 109

法人税等調整額 1,449

法人税等合計 1,558

少数株主損失（△） △10

四半期純損失（△） △2,112
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △563

減価償却費 787

賞与引当金の増減額（△は減少） △11

受取利息及び受取配当金 △93

支払利息 187

固定資産除却損 60

減損損失 14

開業費償却額 33

新株予約権戻入益 △38

売上債権の増減額（△は増加） 958

たな卸資産の増減額（△は増加） 358

仕入債務の増減額（△は減少） △543

その他 △180

小計 968

利息及び配当金の受取額 95

利息の支払額 △184

退職給付制度改定に伴う支払額 △239

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △33

営業活動によるキャッシュ・フロー 606

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 △569

有形固定資産の売却による収入 2

無形固定資産の取得による支出 △73

投資有価証券の取得による支出 △13

投資有価証券の売却による収入 42

その他 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △598

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 848

長期借入金の返済による支出 △681

その他 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー 159

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 166

現金及び現金同等物の期首残高 2,636

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,803
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」

に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

（4）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（5）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

 
当第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31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)

売上高   

(1) 外部顧客に対する売上
高 

33,124 3,872 1,594 861 209 39,662 ― 39,662

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高 

33 123 1,921 29 637 2,744 (2,744) ―

計 33,157 3,996 3,515 891 847 42,407 (2,744) 39,662

営業利益又は営業損失(△) △506 37 △9 33 32 △412 (34) △446

(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 

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……………………輸入商品の卸売等 

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 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日)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】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日)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。 

 

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（要約）中間連結損益計算書 
(単位：百万円) 

前中間連結会計期間 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年８月31日) 科 目 

金額 

Ⅰ 売上高 45,242 

Ⅱ 売上原価 32,881 

売上総利益 12,360 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 12,117 

営業利益 242 

Ⅳ 営業外収益 336 

受取利息 5 

受取配当金 59 

債務勘定整理益 110 

受取協賛金 106 

その他 54 

Ⅴ 営業外費用 246 

支払利息 177 

商品券等回収損失引当金繰入額 50 

その他 18 

経常利益 333 

Ⅵ 特別利益 134 

貸倒引当金戻入益 10 

店舗閉鎖損失引当金戻入益 105 

主要株主株式売買利益金 17 

その他 0 

Ⅶ 特別損失 168 

固定資産除却損 143 

減損損失 2 

リース解約損 20 

その他 1 

税金等調整前中間純利益 298 

法人税、住民税及び事業税 174 

法人税等調整額 △139 

少数株主利益 42 

中間純利益 221 
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